
D.メバチ 
 
D－１）太平洋のメバチ 
 
 太平洋のメバチの分布構造に関する知見は、日本のマグロ延縄漁業が熱帯から亜寒帯に

及ぶ太平洋のほぼ全域を覆うようになるとともに急速に充実しつつある。しかしキハダや

ビンナガにくらべると知識の体系化 1がおくれており、不充分な点が少なくない。 
 太平洋では、この魚の主要な漁場が二つ知られている。第一は 30°N を中心とする海域

に形成され、従来一般に“北太平洋流流域の漁場”と呼ばれてきた。第二の漁場は赤道海

域にみられる。これらの 2 漁場ほどの重要性はないが、北太平洋の亜熱帯収斂線に沿った

海域にも、季節的に分布密度が大きくなり、収斂線漁場と呼ばれている（須田他, 1959）。 
 いわゆる北太平洋流々域の漁場は秋～冬季に形成され、漁獲物には、若年魚・成魚が含

まれるが、いずれも性的活性の低いもので、この方面では産卵することはないものと知ら

れている。 
 この漁場における分布状態には 3 種の傾斜的な変化が知られている。それらは； 

イ）西から東に向かって魚体が漸次大型となる（須田他, 1959; 久米・森田, 1967）。 
ロ）南方には大型魚が、北方には小型魚が卓越する（久米・森田, 1966）。 
ハ）180～175°W 附近に至るまでは、西から東に向かって分布密度（釣獲率）が漸増し、

175°W 附近以東ではそれが急増する（中村, 1949; 須田他, 1959; 久米， 1967）。 
 
 上記の三つの傾斜的な変化のうち、イ）とロ）はこの方面のビンナガの分布にみられる

ところとよく一致している。ハ）の場合も 175°W 附近に至るまでは、ビンナガの場合に

相似的である。しかし、以東では状況が一変し、ビンナガの分布は痕跡的となる。そのた

め概括的にみて、175°W 以西ではビンナガが卓越種となり、以東ではメバチが卓越種とな

る。このことは、マグロ延縄漁業の行われる秋～冬季には、175°W 附近の海洋に、漁場の

境界となる不連続構造の所在を示すものと想定されている（中村・山中, 1959）。夏季には

資料が乏しく、分布の状態は明らかでない。しかし、クロマグロを目的とする天皇海山周

辺の南部では、ときとしてこの魚が獲れているから、密度は小さくとも、この方面に分布

することは明らかである。5～6 月に 25～36°N；143～148°W の海域に濃密なメバチ魚

群が観察されているが（Graham, 1957）、久米（1963）は、この濃密群の分布の中心には

さらに東方に移動する可能性をもつものと想定している。 
 北東太平洋のメバチ漁場に関係をもつ主要な海流は、北赤道流、北太平洋流およびアリ

ューシャン海流で、これらの海流の接触部は、亜熱帯収斂線、遷移帯（Transition Zone）
となっている。これらの接触部は、夏には北方に、冬には南方に移動するが、これに伴っ

                                                   
1 後に付記として記すように、久米（1969a, b）、須田・久米・塩浜（1969）らによる知見

がある。 



てメバチ漁業も南北に移動する。 
 久米（1963）は、北東太平洋からの釣獲率に基づいて、30°N を中心とする海域におけ

る濃密分布域は 10 月頃東方の海域に現われ、次第に西方に伸長し、12 月～1 月には 175°
W 附近に到達するが、3 月には東方に収縮すると述べている。この知見に基づいて、同じ

著者は、冬季に 175°W 以東の北太平洋にみられるメバチの濃密分布域は、北太平洋流々

域中ではなく、Transition Zone 中であると述べている。 
 同じ著者は、北東太平洋を経度 10°毎に区画し、各区画内の月別・経度１°毎の平均釣

獲率を第 64 図のように示している。 
 
 
 第 64 図 北東太平洋におけるメバチの月別・緯度別平均豊度 

Fig. 64 Latitudinal abundance of bigeye tuna in the eastern North Pacific by average 
hook-rate 
 
 第 64 図は、5 月頃から濃密分布域が次第に北上する傾向を示している。 
 上述の諸知見は、175°W 附近を境として、以東と以西は性格を異にする生活環境となっ

ていることを示し、中村・山中（1959）が漁況に基づいてその所在を想定した海洋の不連

続構造の所在に肯定的といえよう。したがって、175°W の以東と以西は漁場として異質な

ものであり、これらを一括して“北太平洋流々域漁場”と呼ぶのは妥当ではなく、以西は

“北太平洋流々域漁場”、以東は“北東太平洋遷移帯漁場”と命名されるのが妥当であろう。 
 第Ⅲ章に述べるように、赤道海域で延縄によって漁獲されるものの主体は産卵群である。

魚体の大きさはさまざまであるが、西から東に向かって平均体長は次第に大きくなる（薮

田・行縄, 1959）。久米・塩浜（1965）は、赤道太平洋域で延縄で漁獲されるもの 
について； 
 

イ）西部太平洋では、主群は小型（120cm 来満）であり、 
ロ）中部でのそれは中型（120～150cm）となり、 
ハ）東部太平洋での主群は大型（150cm 以上）である。 
ニ）120cm 来満の小型魚は、赤道太平洋の全域にわたってほぼ一様な密度で分布する。 

と述べている。 
 
 120cm 来満の小型魚が赤道海域にほぼ一様な密度で広く分布することは、この魚の習性

や分布構造の考察に極めて重要な意義をもつものと思われる。少なくともメバチの場合に

は、ビンナガに比較して、生態（成長）の過程による生活領域の分離が不明瞭となること

を示唆する。 
 赤道海域でメバチの分布密度が大きく、漁場となっているところをみると、160°W附近



以西の中・西部太平洋では、北赤道流域の南縁部に当たる 10°Nを中心とした海域である。

160°W附近以東では漁場の様相が一変し、南方に押下げられた形となり、同時に赤道を挟

んで二分する。その一つ漁場（A）は 5°Nを中心として東西によこたわり、第二の漁場（B）

は、赤道附近から南東方面に伸び、ほぼ 15°Sの南米沖に達している 2（薮田・行縄, 1959; 
久米・塩浜, 1965; 久米, 1967）。漁場の様相にみられるもう一つの変化は、150°W附近以

東で、分布密度（釣獲率）が急上昇することである。中・西部太平洋では釣獲率の季節変

動が小さいが、東部太平洋ではその変動が著しい。 
 
 160°W 附近にみられる漁場の位置のズレと海洋構造との関係についてはまだ全く知見

がないが、きわめて著しい事象であるから、速やかな解明が望ましい。 
 漁場（A）、（B）の間には、この魚がほとんど分布しない舌（楔）状の海域がみられ、24℃
の等温線で囲まれた低温域となっている（薮田・行縄, 1959）。24℃という温度は。他の海

域ではこの魚のいわゆる適温範囲にあり、この魚は十数℃の低温にも耐えうることが知ら

れているから、この場合には、温度が分布の制約条件であるとは考え難い。この舌状部は、

赤道湧昇とペルー海流の影響下にあるところと考えられ（薮田・行縄, 1959; 久米・塩浜, 
1965; 久米, 1967）、湧昇やペルー海流の季節消長に伴って、舌状部の形状は変化し、24℃
の等温線は季節によって南米沿岸まで後退する。かような変化に伴って、メバチの分布状

態にも変化が認められる（薮田・行縄, 1959）（第 65 図）。 
 
第 65 図 東部熱帯太平洋のメバチ漁場 
Fig. 65 Longline ground of bigeye tuna in the eastern tropical Pacific 
 
 近年に至って、漁場（A）と（B）の他に、漁場（C）が開拓された。その位置はおよそ 0
～5°N、85～105°W で、上述の舌状部の北東隅に当たる。その拡がりは季節によって変

化し、漁況もそれに伴って変化するが、8～1 月が盛漁期である。漁場を形成する魚群は性

的活性の低いもので、漁場（A）、（B）に出現するものとは異なった性格のものである（久

米, 1963; 1967）。 
 さきに述べた西方から東方に向かって延縄漁獲物の主体が漸次大型魚となる現象は既に

述べたように、北太平洋流域のビンナガとメバチにもみとめられている。また後述のよう

に赤道海域のキハダについても知られているから、これらのマグロ類に共通した事象とい

えよう。マグロ類のみでなく、よく似た事象が赤道海域のクロカジキにもみとめられてい

る（薮田・行縄, 1959）。 
 かような現象は、これらの魚類が成長に伴って逐次東方に移動することによって生ずる

ものと考えられているが、その生態的な意義は明らかでない。しかし、産卵群が分布する

赤道海域のメバチやキハダの場合には、かような分布状態が、結果として資源の再生産に

                                                   
2 須田（1969）は、後述のように（A）を熱帯漁場北帯、（B）を同南帯と呼んでいる。 



重大な関係をもつことは、当然想定されるところである。 
 第 3 の漁場すなわち亜熱帯収斂線漁場に出現する魚群のもつ生態的意義については知見

が乏しいが、この漁場は北部太平洋の索餌領域で成熟したものが産卵のため赤道海域に、

または赤道海域に分布するものが索餌のため北部太平洋に回遊する途上、亜熱帯収斂線が

回遊に障壁として作用するため、魚群が蓄積することによって形成されるものと想定され

ている（須田他, 1959）。 
 太平洋におけるこの魚の釣獲率の分布は第 66 図の如くである（Kume, 1967）。 
 
 第 66 図 メバチの釣獲率の分布（太平洋） 
 Fig. 66 Distribution of hook-rate for bigeye tuna in the Pacific Ocean 
 
 同じ著者は、延縄漁獲物を大（152cm 以上）、中（120～152cm）、及び小（120cm 以下）

の 3 群に区分し、これら 3 群の相対的魚群量を第 67 図のように示している。 
  
 第 67 図 メバチの季節別・海域別および魚体別魚群量 

       Fig. 67 Seasonal abundance of bigeye tuna by sea area and size category 
 
 第 66、67 の両図に基づき、著者らは太平洋におけるメバチの分布をあらまし以下のよう

にまとめ、既往の知見に注目すべき若干の新たな見解を加えている。 
 

イ）密度に差はあるが、メバチは太平洋の熱帯と温帯の全域に分布する。 
ロ）分布密度の大きい海域は、一方的に東部太平洋に偏っている。 
ハ）分布密度の大きい海域は、北部太平洋と赤道太平洋に、東西に連なる帯状となって

いる。 
二）これらの二帯に分布するものは、生態的には全く異質なもので、北部太平洋に分布

するものは来成熟と産卵休止期にあるものであり、赤道海域に分布するものは大部分

が産卵群である。 
ホ）分布のパターンは、環境の季節変化と魚自体の季節回遊に密接に関連しているが、

これらの他に漁業活動の影響も考慮する必要がある。 
へ）北部太平洋における分布密度は、夏季よりも冬季に大きく、分布密度の大きい海域

は、海洋構造の季節変動に伴って南北に移動する。 
ト）中部および西部太平洋では、分布にみられる季節変化は著しくない。しかし、東部

太平洋ではきわめて顕著である。東部太平洋での季節変動は、冷水域の季節的消長に

関連している。 
チ）大・中・小の 3 群は、いずれも東部太平洋に分布密度が大きい。ことに最小型群は、

冬季に北東太平洋に多い。大型群は東部赤道太平洋に集中している。 



リ）この魚の生態的特性は、表層水温の差異によって異なる。北部太平洋の低温海域に

は性的活性の低いものが分布し、赤道太平洋のものは性的活性が高い。しかし、赤道

海域でも、表層水温 23～24℃の冷水域中には、性的活性の低いものが分布する。 
ヌ）北太平洋流とアリューシャン海流との Transition zone には、温度躍層が 100ｍ層附

近に形成される冬季に分布密度が大きい。 
ル）中・西部太平洋の低緯度海域では、北赤道流域の南部と赤道反流域に分布密度が大

きい。東部赤道太平洋では、主分布域が南方に移動し、赤道反流域と南赤道流域とな

る。南赤道流域の濃密度分布域は、舌状の冷水域によって二分されている。 
ヲ）この魚の主要分布域は、100m 層の冷水舌の周辺にみられる。 
ワ）温度躍層がこの魚の分布に大きく作用するものと想定される。一般に、温帯に季節

的に形成される温度躍層も、熱帯の恒久的な温度躍層も、太平洋の東側に浅く西に向

かって深さを増すが、これに附随的に、メバチの分布密度も東に大きく西に小さい傾

斜的な変化を示す。かような照応関係は検討に値するものと思われる。 
 
以上の諸知見のうちイ）～チ）はより豊富な資料によって既往の諸知見を再確認したもの

といえよう。 
 
 リ）の現象は、魚自体が積極的に環境を選択することによって生ずるもので、水温が 
生態を変える要因とは考えられない。 
 ル）は、既往の知見の再確認であるが、既に述べたように、かような断層的変化を生ぜ 
しめる要因の解明が望まれる。 
 ヲ）とワ）とは、新たに提起された重要な作業仮設といえよう。従来はほとんど水平的

な海洋構造とマグロ類の分布との関係が論ぜられたが、一歩をすすめて、立体的な海洋構

造との関係が考慮されなくてはならぬことを示唆している。この問題について、Nakamura
（1969）は、現状では如何ともしがたいが、マグロ延縄の構造からみて、表層下の海洋構

造が重要な意義をもつものと思われるとし、従来の研究手法に、例えば魚群探知機のよう

に、マグロ類の分布と若干の海洋構造に関する情報が、同時にかつ継続的に得られる機器

の使用を加えることを提案している。 
 第 67 図は、東部熱帯太平洋では、大型群の量に季節変動が著しく、第 3・第 4 四半期に

は、第 1・第 2 四半期に比して著減することを示しているが、この事象については見解が示

されていない。 
 木川（1957）は、生殖腺指数に基づいてこの魚を 3 群に区分し、これらの群別の相対的

魚群量を、西部太平洋の北太平洋流、北赤道流、赤道反流、南赤道流々域の一部などの流

域別に示している（第 68 図）。 
 
 第 68 図 西部太平洋におけるメバチの生殖腺指数の異なる 3 群の海域別相対魚群量 



 Fig. 68 Relative abundance of three different gonad-index groups of bigeye tuna by 
sea area in the western Pacific Ocean 
 注： 第Ⅰ群は G.I.＜1.0、第Ⅱ群は G.I.＝1.0～3.0、第Ⅲ群は G.I.＞3.1。 
 図中の点線は海流間の潮境の概略の位置を示すために筆者が加えたものである。 
 
 
 図は、海流流域によって卓越する群が異なり、北太平洋流域では成熟度の最も低い第Ⅰ

群が卓越し、北赤道流域では第Ⅱ群、赤道反流域では第Ⅲ群、南赤道流域では北赤道流域

と同様に第Ⅱ群が卓越することを示している。図から、各海流域に分布するものの生態的

な意義の相違はきわめて明らかなものといえよう。また図は、これらの 3 群の分布状態が、

赤道反流を中心として、おおむね対称的となっている可能性を示唆している。 
 東部熱帯太平洋の漁場（B）を除くと、南太平洋には漁場と呼べるほどにこの魚の分布密

度の大きい海域は、まだ知られていない。しかし、ニュージーランド北方の 30°S 附近に

は、かなり大きい密度の分布域がみとめられる（第 66 図参照）。この方面に出現するメバ

チは、魚体の大小にかかわらず性的活性の低いものと知られている。また、南太平洋の他

の高緯度海域で漁獲されるものも、同様に性的活性は低いものと知られている。したがっ

て、南太平洋の高緯度海域に分布するものが、赤道海域で発生したものであることは疑問

の余地がない。南太平洋の高緯度海域のものの生態上の性格が、北太平洋の高緯度海域に

分布するものと同様なものであることは当然想定されるところである。 
 他のマグロ類の場合と同様に、この魚の幼稚魚期の分布については、まだ知見が極めて

貧弱である。1 歳となる前後に漁獲対象となるが、このような若年魚の出現が知られている

海域は、主として熱帯と亜熱帯の島嶼や海底隆起などの周辺である。若年魚は主に竿釣漁

業で漁獲されているから、上述のような出現状況は、漁業の性格を反映したものである可

能性が考えられる。日本の近海にも出現し、やはり主として竿釣りで漁獲されている（上

村・本間, 1955; Kawasaki, 1958）。 
 久米・森田（1967）は、既往の知見も加え、日本近海におけるこの魚の若年魚の漁場や

魚体組成などについて、あらまし以下のように述べている。 
 
１、漁場と漁期 
 主漁期は 5 月から 7 月の 3 ヶ月である。4 月には伊豆・小笠原諸島の沿岸に魚群が現われ

る。5 月になると漁場は東方に拡大され、30～35°N の範囲を 150°E 附近に達する。6 月

にはさらに東方に拡がり 160°E を越えるようになる（第 69 図）。 
 
 第 69 図 竿釣りによるメバチの月別漁獲状況 

 Fig. 69 Monthly distribution of bigeye tuna catch recorded by the pole and 
line fishery 



  
 
 かような漁場の拡大は、魚群の移動によるものと考えられている（上村・本間, 1955; 
Kawasaki, 1958）が、 

イ）東方沖合でまだ漁業が行われない 4 月に、この方面に魚群が分布するか否か。 
ロ）竿釣りに対する魚群の利用度の季節および海域変化の関する情報。 
 

などが検討されないと、必ずしも同一魚群の移動によるものとはいえない。 
 
 30°N 以南に散在する高鵬堆（26°15’N、135°45’E）、日吉場（23°N、141°40’
E 附近）、三福場（22°58’E、142°E）、福神場（21°58’N、143°34’E）などの諸堆

の周辺には、12 月を除いてほぼ周年漁事がある。8 月から 3 月に至る期間の竿釣りによる

メバチの漁獲は、30°N 以南の上記の諸堆の周辺に限られる。しかし、薩南、沖縄方面で

この魚の漁獲された記録は少なく、この方面に大量の魚群が来遊することは稀とみるべき

である。 
 
 
２、魚体組成 
２－ⅰ）海域変化 
 25～40°N、135～145°E の範囲を経緯度各 5°区画に分け、各区画内の魚体組成を示

すと、第 70 図となる。図は 1955 年 5、6 月と 1956 年 6 月に得られた資料を用いたもので

ある。 
 
 第 70 図 竿釣りで漁獲されるメバチの魚体組成の海域差 

 Fig. 70 Area change in the size composition of bigeye tuna caught by pole 
and line 

 
 

 図から、30°N 以南の海域のものは 50cm 附近にモードをもつものが主体となり、30～
35°Nの海域では、50～57cmと 70cm附近にモードをもつ2群からなることが認められる。

したがって、30°N の北と南に分布する魚群の間には、著しい差異があることが考えられ

る。 
 30～35°N、135～160°E の範囲を経度 5°毎に区画し、各区画内の魚体組成を示せば、

第 71 図の如くである。資料は第 70 図と同様に、1955 年 5、6 月、1956 年 6 月に蒐集され

たものである。 
 



 第 71 図 30～35°N の海域における竿釣りメバチの魚体組成の東西方向の比較 
 Fig. 71 East-west comparison of size composition of bigeye tuna caught by 

pole and line in the seas between 30 and 35 degrees N 
 
 
 図のように、漁獲物は主として、50～60cm にモードをもつ群（A 群）と 70～80cm にモ

ードをもつ群（B 群）とによって構成されている。東方に向かって A 群の割合が減少し、B
群の割合が増大する傾向がみられないことはないが、上村・本間（1955）が指摘したほど

著しいものではない。 
 また、東方に向かって、A・B 両群のモードの位置が大きくなる傾向が認められる。この

点は、上村・本間（1955）も指摘している。 
 1955 年と 1956 年では、魚体組成に著しい差異が認められる。これについては後に年変

化として述べる。 
 
２－ⅱ）季節変化 
 竿釣りの漁獲物には、例年 45～60cm（A 群）、60～80cm（B 群）、80～110cm（C 群）

にモードをもつ 3 群がみられる。A 群は 5～7 月の主漁期に出現の割合が増加し、B 群は周

年出現し漁獲物中に主要な位置を占めている。C 群は出現することが少なく、また出現の季

節にも明確な傾向は認められない。A 群は漁獲対象群としては最小の体長群である。 
 各体長群のモードの位置は、季節の推移に伴って大きい方に移行するが、これは成長を

示すものと考えられる。また、各群はそれぞれ年齢群とみられ、A 群は翌年には B 群とな

り、B 群は翌年には C 群となるものと考えられる。 
 
２－ⅲ）年変化 
 海域を 145°E の東西に区分し、6、7 月の体長組成をみると、以西の海域では 1958 年を

除いて A 群が主群となっている。しかし、1958 年には B 群が卓越している。145°E 以西

では、以東よりも小型群の出現する割合が多い。以東の海域についてみると、1954～1959
年の期間中、偶数年には B 群が主群となり、奇数年には A 群が卓越している（第 72 図）。 
 
 第 72 図 145°E 以東の海域における竿釣りメバチの年別魚体組成 
 Fig. 72 Annual size somposition of bigeye tuna caught by poleand line in the area east 
of 145 degrees E 
 
 
 図のように、各体長群のモードの位置には年による変化がみられ、A 群では 51～57cm、

B 群では 75～79cm の間にそれぞれモードが現われている。 



 他方、北太平洋流域で秋～冬季に行われる延縄漁業の漁獲物についても、1 年おきに卓越

年級群が入れ替る現象が知られている（中村他, 1953; 上村・本間, 1953）。延縄漁獲物の場

合の隔年の変動は、1949～1952 年の間には明瞭に認められたが、以後 1959 年までは不明

瞭であったり、全く現われなかったりしている（Suda, 1962）。しかし、竿釣り漁獲物にみ

られる上述のような隔年変動と、延縄漁獲物にみられた同様な変動との関係は注目される

べきであり、この魚の補充機構の解明に重要な手掛かりとなり得る可能性が考えられる。 
 北部太平洋で行われる延縄には、2 つの異なった操業形態がある。その一つはいわゆる“夜

縄”または“メカ縄”で、操業は夜間に行われ、エサには一般にイカが用いられる。他の 1
つは通常のもので、漁具は昼間に使用され、エサとしては一般にサンマが用いられている。

夜縄の行われる海域は、この方面の漁場の北縁部であるが、通常の延縄の行われる漁場と

完全に分離しているものではなく、両者は部分的には重複する。前者の主対象はメカジキ

で、後者はビンナガとメバチを主な対象としている。 
 久米・森田（1966）は、これらの両漁業で漁獲されるメバチを比較し、あらまし以下の

ように報告している。 
 

１）単位漁獲努力量当たりの漁獲量は、“昼縄”よりも“夜縄”に大きい。このことは食

餌組成（渡辺, 1958）、漁獲物の生死と時間との関係（野村, 1956）、漁具の浸漬時間

と釣獲率との関係（Sivasubramaniam, 1961）などから、メバチの摂餌活動が夜間

に活発であると推定されていることの反映と考えられる。 
２）漁獲物を A 群（100cm 以下）、B 群（100～120cm）、C 群（120～140cm）に区分

して比較すると、 
２）－ⅰ）夜縄では A 群が常に主群となり、ひる縄に出現する C 群は殆ど出現しな

い。 
２）－ⅱ）1949 年から 1952 年の間には、B 群の量が偶数年に増大し奇数年には減

少する隔年の変動がみられたが、1953～1955 年にはかような周年変動は

発現していない。 
２）－ⅲ）夜縄に小型群が多い理由が、操業形態の相違によるものか否かについて

は資料の関係から判断し得ない。操業形態の差異の他に漁業の差異が加わ

ったものと考えられる。 
 
 東部熱帯太平洋では、竿釣り、施網などの表層漁業が活発に行われている。しかし、こ

れらの表層漁業によるメバチの漁獲はむしろ散発的で、単なる副産物にすぎない。 
 Alverson and Peterson（1963）は、1958～1961 年に得られた資料から表層漁業の漁獲

物の魚体組成を示している。Kume（1965）は 1964 年までに得られた諸資料を総合し； 
イ）表層漁業の漁獲物の体長範囲は 46～198cm で、延縄の場合のそれは 39～209cm で

あり、両者はおおむね一致する。 



ロ）しかし、両者の魚体組成は著しく異なり、100cm 未満のものが、表層漁業では全体

の 1/2 に達しているが、延縄漁業では僅かに 1/12 を占めるにすぎぬ。 
 
 延縄と表層漁業の漁獲物の魚体組成にみられる上記のような差異は、漁具の選択性によ

るもので、言葉をかえると、若年魚は成魚に比して表層に棲息する性質が強いことによる

ものであろう。 
 東部熱帯太平洋の表層漁業の場合には、メバチの若年魚がときとしてキハダのそれと混

同されることがあるらしい（Kume, 1965）。しかし、知られた範囲では、メバチの若年魚

がこの方面に濃密に分布する可能性はなさそうである。1～2 歳魚の分布に関する情報は、

むしろ西部太平洋に多く、得られた情報の範囲では、西部太平洋に分布密度が大きい可能

性が考えられそうである。 
 既に述べたように、成魚の分布密度は西部太平洋に小さく、東部太平洋に極めて大きい。 
また後述のように、木川（1966）は； 

１）メバチの産卵可能量は、東部熱帯太平洋に大きく、太平洋全域の産卵可能量の 70％
に達する。西部熱帯太平洋域での産卵可能量は、全太平洋としてみると殆んど無視で

きるほどのものである。 
２）キハダの場合には、産卵可能量に海域差は殆どなく、西方から東方に向かって幾分

増大する傾向を示す。 
と、推定している。 
 
 東部熱帯太平洋にキハダの若年魚が密集することは、著名な事象である。メバチの若年

魚がこの方面の海域に濃密に分布する可能性は小さく、情報の範囲ではむしろ西部太平洋

域に分布密度が大きいと推量されることは上記の如くである。メバチの場合が、果たして

ここに述べた如くであるか否かは、将来の研究に待たなくてはならぬが、キハダとメバチ

の産卵可能量と若年魚、殊に 1 歳魚の出現状況との関係は、これらの魚の生態の過程によ

る分布構造や、さらには資源構造の考案に興味ある示唆を与えるものといえよう。 
 太平洋域のメバチの生態の過程による生活領域の分離に関する知見の概要は以上の如く

である。性的活性の低いものが高緯度海域に、高いものが赤道海域に、明瞭に分離した生

活領域をもっていることは明らかである。また、北部太平洋についてみると、小型群ほど

高緯度海域に分布すること、アリューシャン海流の Transition zone に若年魚群が濃密に分

布する可能性があることなど、ビンナガの場合によく似た分布構造も明らかにされている。

しかし、全般としてみると、生態の過程による生活領域の分離は、ビンナガやクロマグロ

の場合に較べて不明瞭となっているもののようである。 
 かように不明瞭となっている原因は、漁業がこの魚の全分布域をカバーするようになっ

たのが近年のことであり、漁業を介して得られる諸資料がまだ必ずしも充分でないことに

あると考えられる。殊に、1～2 歳魚のように、表層漁業が主な資料源となっているものの



場合には、漁業が極めて強い地域性をもつために、情報が非常に偏ったものとなっている

ことが、知見を不充分ならしめているものと推量される。 
 しかし、生活領域の分離を不明瞭にしている原因は、漁業の状態のみにあるものではな

く、この魚のもつ生物学的特性や生活領域となっている場所の海洋学的特性にあるものと

考えられている。例えば； 
 

ⅰ）120cm 未満の小型魚が、量的にはおおむね一様に、赤道海域全般にわたって周年分

布すること（久米・潮浜, 1965）。 
ⅱ）同一年齢群と思われるものでも、モードの体長が、西方から東方に向かって斬新的

に大きくなること（上村・本間, 1955; 須田他, 1959; 久米・森田, 1957）。 
ⅲ）この魚は、潮境に集まる性質をもっている（中村・山中, 1959）。熱帯および亜熱帯

海域で、温度躍層の深度が急変する場所、つまり、下層潮境に沿って主漁場が形成さ

れること（川合、1967）。 
などがそれである。 
 
 ⅰ）の場合は、かなりの量の若年魚が、高緯度の索餌領域に回遊することなく、熱帯の

繁殖領域に留るか、索餌慮域と繁殖領域の間を往来することを示唆する。かような習性は、

クロマグロやビンナガにはみられぬところである。 
 ⅱ）の場合もビンナガにはみられぬところである。この魚の場合には、魚群の交流が東

西の方向には不活発であることを示唆する。 
 ⅲ）の場合は新しい仮説で、生活領域が表層の海洋学的資料のみでは認識し得ないこと

を示唆する。また生活領域がかような条件下にあるとすれば、生態の過程による生活領域

の分離も、種による生活領域の分離も、従来の手法即ち釣獲率の水平分布と表層の水塊分

布との比較では、不明瞭となったり意味のないものとなったりする可能性が考えられる。

例えば、赤道海域のキハダとメバチの生活領域が、水平的にみると部分的に重複すること

などは、あり得ることとなろう。 
 
 太平洋のメバチの分布に関する既往の諸知見と、それらの問題点などを上記のようにま

とめたが、その後、久米（1969a, b）と須田他（1969）は、この魚の分布構造や生活領域

などについて、以下のような新たな記述を行っている。 
 
 
A、久米（1969a, b）の概要 
I, 16°N 以北の北部太平洋のメバチ 
１）魚群分布の季節および海域変化 
 濃密分布域は 30°Nを中心とする北太平洋流域とその延長に当たるTransition zoneで日



本近海から 125°W附近に及ぶ。これとは別に亜熱帯収斂線に沿う海域に冬季に魚群が蓄積

される 3（第 73 図）。 
  
 
 第 73 図 平均釣獲率で示された北太平洋におけるメバチの分布 
 Fig. 73 Distribution of bigeye tuna shown by aveage hook rate in the North Pacific 
Ocean 
  
 
 北太平洋流域における分布密度は、西端部を除くと西低東高で、Transition zone に入る

と急上昇するが、この傾向は、第 1・第 4 四半期にことに顕著である（第 74 図）。 
 
 
 第 74 図 北部太平洋におけるメバチの４半期別釣獲率の海域差 
 Fig. 74 Areal changes in hook rate for bigeye tuna by quarter-of the-year in the North 
Pacific Ocean 
 
 
 釣獲率の和によって示された相対的魚群量指数は第 20 表の如くである。 
 
 
 第 20 表 16°N 以北の北部太平洋におけるメバチの相対的魚群量の季節変化 
 Table 20 Seasonal changes in relative abundance of bigeye tuna in the Pacific Ocean 
(north of 16 degrees N) 

 
 
 表にみられるように、16°N 以北の 130°E～140°W の全域では、魚群量指数は第 3 四

半期に最低を示し、最高となる第 1 四半期の 1/2 に近い値となっている。しかし、西半分の

130°～180°E の海域では、魚群量指数の最低は第 2 四半期に、最高は第 4 四半期にみら

                                                   
3 1961 年までの資料によるもので、分布域の東端が 140°W 附近となっているが、“まぐ

ろはえなわ漁場別統計調査結果、水産庁調査研究部, 1966”によれば、濃密分布域は 125°
W に達している。 

28°N以北 28°N以南 合計 28°N以北 28°N以南 合計

1 13.79 7.27 21.06 1.53 2.91 4.44

2 7.07 7.54 14.61 0.98 156.00 2.54

3 7.07 5.39 12.46 2.29 1.07 3.36

4 11.38 6.56 17.94 2.57 3.34 5.91

130°～180°E130°E～140°W
四半期



れ、北部太平洋の全域を合わせたものと若干異なっている。 
 春～夏季に魚群量が低下する原因を、秋～冬季に出現する魚群中から、産卵群が赤道海

域に逸散することによるとみるのは、赤道海域における魚群量の増大が第 1 四半期を中心

とすること（上村・本間, 1953）からみて妥当たでない。北部太平洋での見かけ上の魚群量

が減少する季節は、季節的水温躍層が形成されはじめる時期で、温度躍層の深度が浅いた

め、魚群が浅層に押し上げられ、延縄には漁獲されにくい状態となるため釣獲率が低下す

ることによる可能性を考慮すべきであろう。北部太平洋域の魚群の主要部分は上述のよう

に、春～夏季にはそのままこの方向に滞留するものと推定されるが、180°以東の 23～28°
N の海域にかなり濃密に分布する魚群の一部は、生殖腺の熟度からみて、赤道海域に逸散

する可能性が考えられる。170°E～150°W の赤道海域で第 1・第 2 四半期に釣獲率が上

昇することは、上述の想定を支持するものと思われる。 
 分布の北限は 42～43°N で、亜寒帯境界（Dodimead et al, 1963）を越えて亜寒帯水域

に進出することはまずないと思われる。東限は亜寒帯水の流出するカリフォルニア海流

（120～125°W; Dodimead et al, 1963）がそれに当たるものと思われる。西端は 130°E
附近で大陸からの沿岸水の影響の及ばないところとなっている。 
  
２）魚群の生物学的特長 
ⅰ）海域別の体長組成 
イ）東西方向の変化 
 魚体組成の資料は、冬季の 28°N 以北の海域のみに限られている。第 1・第 4 四半期の 
漁域別魚体組成は第 75 図の如くである。 
 
 
第 75 図 第 1・第 4 四半期のメバチ魚体組成（1956～1964 年の平均 100 分率）の海域差 
Fig. 75 Mean percentage length frequency distribution of bigeye tuna in I and IV 
quarter-of-the-year, 1956-1964 data combined 
 
 第 75 図にみられるように、隣接した海域間の魚体組成には類似性がみられるが、分布の

東西両端では著しく異なっている。第 4 四半期には、西方ほど小型群の割合が大きく、第 1
四半期にも 60～80cm にモードをもつ小型群は、180°以東で急減している。しかし 180°
以東における分布密度は以西のそれの数倍となっているから、分布量は必ずしも少ないこ

とを示すものではない。 
 図にa、bと示したモードの位置が東に向かって順次大きい方に移行する現象がみられる。

須田他（1954）はこの移行について、西端と東端とではモードの体長に 11～12cmの差がみ

られるが、この差は年間の成長量 4よりも小さいとしている。 
                                                   
4 後述のように、この魚の年間の成長量は約 20cm と推定されている（行縄・薮田, 1963）。 



 体長組成にみられるかような東西方向の傾斜的変化は； 
 

a）加入が比較的短期間に行われ、成長のよいものが遂次東方に移動する。 
b）北太平洋域の魚群は、海域別に発生時期を若干異にする魚群によって構成されている。 

 
とみることによって説明できようが、そのいずれであるかは明らかでない。しかしここで

は、このことは、 
 

c）東西方向に魚群が活発に交流することを否定する材料である。 
 

と考えておく。なぜならば、東西方向に活発な魚群の交流が行われるならば、かような傾

斜的な変化は生じないはずだからである。 
 
 
ロ）南北方向の変化 
 北太平洋を、130～140°E；140～180°E；180°以東に 3 区分し、各区分内の 28°N
以北と 16～28°N の魚体組成を四半期別に示せば、第 76 図となる。 
 
 
 第 76 図 北太平洋のメバチの百分率平均体長組成 
 Fig. 76 Mean percentage length frequency distribution of bigeye tuna in the North 
Pacific Ocean 
    実線は 28°N 以北、点線は 16～28°N 
 
 
 第 4 四半期についてみると、180°以西では、28°N の南北の魚体組成はかなり相似的で

ある。しかし、28°N 以南では 80cm 以下のモード群がみられる点が以北と異なっている。

この小型群は北太平洋の延縄の対象となる最小型である。180°以東では、140cm 以上の大

型群の割合が 28°N 以南で著しく大きくなっている。第 1・第 2 四半期には、全海域を通

じて、28°N 南北の組成は著しく異なり、28°N 以北では 90～100cm 以下の小型群が卓越

し、以南では 140cm 以上の大型魚の占める割合が著しく大きい。ただし、130～140°E の

海域では、28°N の南北における相違は 140°E 以東ほどに著しくない。第 3 四半期には

魚体組成の南北差が年間を通じて最も顕著となる。 
 
ⅱ）体長組成の季節変化 



 海域別、季節別の体長別相対魚群量 5は第 77 図の如くである。 
 
 第 77 図 魚群量指数によって示された北太平洋のメバチの平均魚体組成（1956～1963） 
 Fig. 77 Mean size composition of bigeye tuna in the North Pacific Ocean, expressed by 
index of abundance (percentage multiplied by mean hok rate during 1956-1963)  
    実線は 28°N 以北、点線は 16～28°N 
 
 須田他（1959）が指摘しているように、第 77 図は、60～80cm のモード群を除くと、各

体長群とも 180°以東に集中的に分布することを示している。 
 130～180°E の海域では、第 3 四半期から翌年の第 2 四半期にかけて、140cm 以上の大

型魚は次第に減少する。これに反して、28°N 以南では増加する。このことは大型魚がこ

の期間に南下することを示すものと考えられる。60～80cm のモード群は、第 4 四半期から

第 1 四半期にかけて 28°N 以北に移行するものと認められる。このことは、繁殖領域に分

布していた若年魚が、北太平洋漁場に添加される過程の一端を示すものと想定される。 
 180°以東の 28°N 以北の海域では、第 3→第 4→第 1→第 2 四半期の順に 140cm 以上

の大型魚は漸減する。28°N 以南での変化は著しくないが、変化の傾向は 28°N 以北のそ

れの逆となる。これらのことは、第 3 四半期から翌年の第 2 四半期にかけて、大型魚が南

下することを示唆する。第 4 四半期から翌年の第 2 四半期にかけて 28°N 以北の海域には

100cm 附近にモードをもつ群が極めて卓越し、魚群量は第 1 四半期に最高になる。120cm
附近にモードをもつ中型魚の魚群量も第4と第1四半期に28°N以北において最高となり、

以後 28°N 以南に移動する傾向を示す。28°N 以北にみられる秋～冬季の魚群量の増大は、

これらの中・小型群の出現によることになる。また、28°N 以北の海域では第 2 四半期か

ら第 3 四半期にかけて、魚体組成に明瞭な断層的変化がみられ、第 3 四半期には、中・小

型群が著減する。 
 
ⅲ）生殖腺の成熟度 
 16°N以北のものについて、四半期別の生殖腺重量指数を示すと、第21表の如くである。 
 
 第 21 表 北太平洋のメバチの体長級別生殖腺指数の季節変化 
 Table 21  Seasonal change in gonad index of female bigeye tuna by length class in 

the North Pacific Ocean 

                                                   
5 体長別百分率×海域別平均釣獲率で示す。 



 

※１：体長（cm）、※２：編者注 6 
 
 
 28°N 以北についてみると、4～6 月には全く資料がなく、180°以東では 7～9 月の資料

が欠けている。180°以西では 7～9 月に指数 2.1～3.0 のものが出現するが、他の季節には

2.0 を越えるものは全く出現していない。 
 16～28°Nのものでも、4～6 月を除くと指数は一般にきわめて低い。しかし、4～6 月に

は 3.1 を越える個体が出現する 7。既述のように、この群は赤道海域に回遊するものと想定

される。 
 以上のように、北部太平洋に分布するメバチは、ごく一部を除いて来成熟または性的に

不活性の魚群によって構成され、赤道海域に東西に長い帯状に分布するものとは生態的な

性格を異にするものである。 

                                                   
6 （編者注）7～9 月について、中村原稿では G.I.が 5 クラスに区分されているにもかかわ

らず、対応するデータ行が 4 行しかない。G.I.が 3.1 以上のものについては、原稿ページが

変わっているために数値が明らかであるが、G.I.が 3.0 以下のものについては、どのデータ

行がどの G.I.に対応するか不明である。しかしながら、“2.1～3.0 のものが出現する”と本

文中に記載があるため、G.I.の数値の大きいものからデータ行を対応させ、「-0.5」と「0.6-1.0」
の行を合わせて表示した。 
7 木川（1963）は、指数 3.1 以上の個体は産卵に関与するものと推定している。 

＞120cm※１ 120cm＜ ＞120cm 120cm＜ ＞120cm 120cm＜ ＞120cm 120cm＜

-0.5 4 1 1 0 86 26 22 8

0.6-1.0 3 0 3 2 43 80 6 15

1.1-2.0 1 9 0 8 6 11 0 0

2.1-3.0 0 0 0 3 0 0 0 0

3.1- 0 0 0 1 0 0 0 0

-0.5 6 1 2 1 - - - -

0.6-1.0 17 24 2 3 - - - -

1.1-2.0 12 13 0 16 - - - -

2.1-3.0 0 1 0 15 - - - -

3.1- 4 6 1 11 - - - -

-0.5

0.6-1.0

1.1-2.0 3 5 - - 16 16 - -

2.1-3.0 2 6 - - 6 16 - -

3.1- 0 0 - - 0 0 - -

-0.5 7 0 1 4 84 57 276 352

0.5-1.0 6 5 4 17 41 42 152 1065

1.1-2.0 0 3 2 7 9 23 20 57

2.1-3.0 0 0 0 1 0 0 0 0

3.1- 0 0 0 0 0 0 0 0

- -0 0 - - 0 4

1～3

4～6

7～9※２

10～12

期間

（月）
G.I.

16°～28°N 28°N以北

120～180°E 180°以東 120～180°E 180°以東



 
３）体長組成の経年変化 
 1956～1963 年の各漁期 8に 28°N以北の海域から得られた“ひる縄”漁獲物の体長組成

を第 78 図に示す。 
 

第 78 図 魚群量指数で示された 28°N 以北の太平洋におけるメバチの体長

組成の年変動 
Fig. 78 Yearly fluctuation o length frequency distribution of bigeye tuna in the areas 
north of 28 degrees N, expressed in index of abundance as I ad IV quarters combined 
 
 180°の東西における魚体組成は、第 78 図のようにきわめて相似的である。 
 
 上村・本間（1953）は、1949 年から 1952 年に至る漁期に北太平洋で漁獲されたメバチ

の魚体組成に隔年の周期変動 9をみとめ、この現象は発生量の年による変動を反映したもの

である可能性が強いものと想定している。須田（1962）は卓越年級群の出現を指摘し、上

記の隔年変動をこれに結びつけている。 
 これらの知見と第 78 図とを併せると、卓越年級群がはじめてこの方面に来遊し、漁獲の

対象となったのは、1949、1951、1956、1962 年の各漁期で、それらの間隔は必ずしも一

致しない。“ひる縄”とは別に 1956～1963 年の“よ縄”の漁獲物についても（久米・森田, 
1966）、1954～1959 年の北西太平洋の竿釣り漁獲物の場合にも（久米・森田, 1967）卓越

年級群の出現がみとめられている。 
 
４）考察 

イ）16°N 以北の太平洋におけるメバチの分布範囲は、北限 40～42°N、東限 120°   

W 附近までの亜寒帯境界以南にみられ、西端は大陸からの沿岸水の影響の及ばない

ところまでであって、温帯・亜熱帯水域全般に及んでいる。 
ロ）この群は一部を除いては性的活性の低いもので、赤道海域の分布する産卵群を主体

とするものとは生態的に著しく異なったものである。このことは、この方面に分布

する魚群と赤道海域に分布する魚群との間に交流がなくてはならぬことを示す。 
ハ）北太平洋に分布するものは特定な生態段階にある単位群とみて良く、赤道海域の繁

殖領域からこの方面への魚群の補充機構が将来の重要研究テーマとなろう。この   

補充機構については、いまのところ殆んど知見がなく、北西太平洋で竿釣りによっ

て漁獲される若年魚に関する知見（久米・森田, 1967）がその一端を示唆している

にすぎぬ。 

                                                   
8 10 月から翌年 3 月に至る期間。 
9 Iverson（1955）も、ハワイ近海で同様な事象をみとめている。 



ニ） 注目すべきことは、体長組成の経年変化を通じてみられる卓越年級群の出現である。

この出現は北太平洋の各海域に共通したもので、異種の漁業間にも共通なものであ

る。これらのことは、北部太平洋の魚群が相互に密接な関連下にあることを示唆す

る。 
ホ）しかるに、同一体長群のモードの位置には東西方向に傾斜がみられる。このことは, 
魚群が東西方向に高度の交流を行うことを否定する材料となる。 
ヘ）ニ）とホ）の相反する見解を如何に調和せしめるかについては、まだ具体的な手掛

かりはないが、南北太平洋に分布するものについて総合的な知見の充実が緒を与え

るもののように思われる。 
  
 
Ⅱ 16°N 以南の太平洋における分布 
A、分布の概要 
１）地理的分布 
 東部熱帯太平洋を除くと、南太平洋にはこの魚の濃密分布域はまだ知られていない。 ニ

ュージーランド北部沖合に、季節的にやや高い釣獲率を示す海域がみられる他、チリ沖合

の 30°Sを中心とした 90～100°Wの海域に、やや濃密に分布する可能性を示す若干の情

報 10がある。しかし南太平洋のこれらの高緯度海域からの情報が、北太平洋の高緯度海域

に対応する濃密分布域の所在を示唆するとみるのは尚早で、太平洋におけるメバチの分布

は、赤道を中心に南北対称となっているものではなく、分布の重心が著しく北半球に偏っ

ているとみるべきであろう。 
 
２）分布にみられる季節変化 
 赤道海域における漁場形成の季節変化は、中部以西では不明瞭である。東部太平洋の

赤道海域では環境条件が複雑に変化し、赤道に沿う冷水域の季節変化を反映したとみられ

るような変化がみられる。冷水の発達する 9～11 月にこの冷水域には、後述のように、性

的に未熟あるいは休止期にあるとみられる濃密魚群が出現する。また、120°W 以東の海域

では環境の著しい経年変化とも関連してメバチの高釣獲率を示す海域にも経年変化がみら

れ、例えば 1963 年の後半には例年よりも赤道に近接した海域で高釣獲率を示している

（Kume and Schaefer, 1966）。 
 
３）赤道海域におけるメバチの分布と海流ならびに水温躍層との関係 
 中部以西の太平洋ではメバチの高釣獲率帯は赤道反流と北赤道流の境界線を中心とし

た 海域にみられるが、150°W以東では南下して赤道反流域となり、一部は南赤道流域に

位置している。かようなメバチの分布と海流との対応関係は、中村（1954）の“一般に異

                                                   
10 調査船照洋丸調査報告書 1963～1965, 水産庁調査研究部。 



なった海流系あるいは水系は、性格を異にする生活圏で、個々の魚種は特有の海流系をそ

の生活圏としている”という考え方では説明できない。中村・山中（1959）はさらに、“魚

種によって海流系への適応の仕方に特長があり、メバチは海流系間の潮境に集まる傾向が

強い”としている。しかし、かような考え方に立っても、なお濃密群が南赤道流に出現す

ることの説明は難しい。川合（1967）、須田他（1969）はメバチの釣獲率の分布と第一水温

躍層の深度との対応関係を重視している。須田他（1969）11は“メバチの生活圏は熱帯水

域では表層の混合水域中にはなく、おそらく躍層中あるいは躍層の下側の水域中にあり混

合水は厚さが 100～120m12になった場合にメバチの漁獲が期待できる”ものと想定してい

る。  
 
４）主要分布域における釣獲率の経年変化 
第 79 図に示されたように、中・西部太平洋に比べて、東部太平洋では年とともに釣獲率

が著しく低下している。須田（1966）は、“高齢魚の多い漁場ほどの釣獲率の低下が著しい

傾向がある”と述べている。 
 
 
第 79 図 赤道太平洋の 4 主漁場における釣獲率の季節変化 
Fig. 79 Seasonal fluctuation in hook rate of bigeye tuna in four major fishing grounds 

in the equatorial Pacific through 1963 
 
 
B、魚群にみられる生物学的特性 
１）魚体組成 13の海域及び季節変化 
16°N 以南の太平洋を第 80 図のように区画し、各区画内の魚体組成を四半期別に示せば

第 81 図の如くである。 
 
 第 80 図 漁場の名称 
 Fig. 80 Designation of bigeye fishing ground 
 
  第 81 図 メバチの平均体長組成（1956～1963） 
 Fig. 81 Mean percentage length frequency distribution of bigeye tuna by 

quarter-of-the-year and areas, 1956~1963 data combined. In the upper right-hand 
corner of each panel is shown the number of individuals measured. 

                                                   
11 後にやや詳述する。 
12 延縄の鈎の到達深度。 
13 以下、小型魚（＜120cm）、中型魚（120～150cm）、大型魚（＞150cm）とする。 



 注：右側上方の数字は測定尾数を示す。 
 
 赤道海域（第 81 図、E-1~E-8）で注目されることは、既に行縄（1958）、久米・塩浜

（1965）らによって指摘されているように、東方の海域ほど大型魚の割合の多いことであ

る。第 82 図に示した体長別魚群量指数にみられるように、大型魚の割合の増加は、大型魚

の量そのものの増大を意味する。また、大型魚の増加には 150°W 附近すなわち、E-2 と

E-3 および E-5 と E-6 の海区の境界で顕著である。行縄（1958）は、150°W の他に 170°
W 附近でも魚体組成に断層的な変化がみられるとしているが、第 82 図ではこのような変化

はみられない。大型魚の場合の増加は小型魚の割合が減少することを意味するが、第 82 図

にみられるように、小型魚の絶対量の地域差は小さい。 
 
 第 82 図 魚群量指数で示されたメバチの平均体長組成（赤道太平洋、1956～1963） 
 Fig. 82 Mean size composition of bigeye tuna in the equatorial Pacific, expressed by 

index of abundance (1956~1963) 
 
第 82 図にみられるように、170°E 以西では、北側の海域ほど魚体が大きい傾向を示し

ている。170°E~150°W の範囲では、南北方向の魚体の大小の関係は不安定なもののよう

である。150°E 以東では、南北方向の魚体差はみとめ難い。 
E-1 と E-4 では、第 82 図にみられるように、魚体組成の季節変化は小さい。しかし 120cm

以下にみられるモードの位置は、季節と共に大きい方に移行する傾向が明らかで、単一発

生群の成長を示すものと考えられている（久米・塩浜, 1965）。 
E-2 の海区では、釣獲率の高い第 2 四半期には中・大型群が主体となり、釣獲率の低い第

4 四半期には、小・中型魚が主体となる。かような変化は大型魚の量の変化の反映とみられ

る。E-5 海区では第 2，第 3 四半期に幾分魚体が小型化する傾向を示し、大型魚は周年少な

いが、かような海域では釣獲率も周年を通じて低い。150°W 以東の E-3 海区では、第 1
四半期に大型魚の割合が最大となり、以降第 4 四半期までその割合が減少し、中型魚の割

合が増加する。しかし、釣獲率の季節変化はみられない。 
E-6 海区でも大型魚の割合の季節変化は E-3 海区と同様である。さらに、かような大型

魚の割合の減少と釣獲率の低下が並行することが注目される。全般的にみて、中・東部太

平洋の濃密分布域における釣獲率の季節変化は、中・大型群の来遊状況と密接に関連し、

大型魚の多い海域や時期に釣獲率が高くなる傾向がある。 
S-1～S-4 の南太平洋では、中型魚が主となるが、南半球の夏季に当たる第 1 および第 4

四半期には大型魚の割合がやや増加する傾向を示す。10°S 以南の 110°W 以東の海域で

は 120cm 以上の中・大型魚が主体となっているもののようである（調査船照洋丸調査報告, 
1963～1965）。 

サンゴ海方面で手釣りで漁獲されるものは、16～18kg の単一モード群で、2 歳魚である。



東部太平洋の表層漁業による漁獲物は 120cm 以下で 1～3 歳魚によって構成されている

（Barrett and Kume, 1965）。 
 
２）魚群の成熟度と性別魚体組成 
 赤道海域に分布するものの主体は、成熟したものあるいは成熟途上にある個体である。

木川（1966）14は、海域別の産卵可能量を求め、それが東部太平洋に最も大きく、この方

面で最大となる時期は 4～5 月であるとしている。 
 表層水温と生殖腺の熟度との間には密接な関係があり、生殖腺指数が 3.1 以上に達する

ものは 25℃以上の海域に出現し、25℃以下の表層水温の海域には性的法性の低いものが分

布する。 
 木川（1966）は、赤道海域のメバチについて“性比と群成熟度の間には格別な対応関

係がみられない”としている。しかし、東部太平洋についてみると、性的活性と性比の間

には明らかな対応関係がみられ、性的活性の低いものの分布する海域では、♂：♀≒1：1
で、♀の割合が大きい場合がある。しかし、性的活性の高い海域に分布するものでは、常

に♂の割合が大きく、特にその傾向は大型魚に著しい。 
 以上のことは、表層水温 25℃以上の海域では♂の割合が大きいことを示唆する。また、

生殖腺の観察結果からみると、東部熱帯太平洋の冷水域に分布するものの主体は、経産卵

群である。このことは、東部太平洋の赤道の南北に分れて濃密に分布する産卵群は、産卵

後高緯度の低水温域、例えば北部太平洋に移動するが、一部の個体は低緯度海域でも低水

温域があればそこに滞留することを示すものである。 
 
３）魚群相互の関係に関する若干の考察 
 以上の諸知見中から魚群間の関連について何等かの示唆が得られる事象を挙げ、それ

らについて若干の考察を加えると以下の如くである。 
 
イ）赤道海域の年齢組成にみられる東西方向の傾斜； 

成長に伴い、大型魚は徐々に東部赤道太平洋に移動、集中するために生ずる現象 
とみられる。 

ロ）東部太平洋でみられた中・西部太平洋よりも顕著な釣獲率の低下と、大型魚の著し

い減少； 
この現象も成長に伴う魚群の東部赤道太平洋への収斂を示すものと思われる。西・

中部太平洋での漁獲の効果のすべては、直接にそれらの海域の魚群の減少としては発

現せず、東部太平洋への加入量の減少となって現われることによる、とみられる。 
ハ）中・西部太平洋に共通した卓越年級群が出現すること； 

中部以西の太平洋では、高緯度海域を含めて、共通した卓越年級群の出現がみられ

                                                   
14 後にやや詳述する。 



る。このことは、太平洋の西半分では、緯度の高低を問わず広汎な範囲にわたって魚

群が相互に関連をもつことを示すものと考えられる。 
ニ）赤道海域では、高緯度海域に比して、体長群の分離が不明瞭であること； 

この現象は、赤道海域の魚群のある部分が選択的に南北太平洋の高緯度海域に補

充されることを示唆するものと考えられる。須田他（1959）は“赤道海域はメバチの

natal ground で、この海域では産卵量に季節的な変化があっても周年産卵する。この

中で特定の時期に発生したものだけが高緯度海域に添加される”ものと想定している。 
 
 イ）とロ）は成長回遊に基づづく魚群間の交流である。ハ）は、発生時期を同じく

する魚群の分布を示す。これらはともに、魚群間の“むすびつき”を肯定する材料である

が、“むすびつき”の内容は著しく異なっている。ニ）の情報は、魚群間の選択的な“むす

びつき”、換言すれば部分的な“隔離”の可能性を示唆するものである。イ）について須田

他（1969）は後述のように、メバチの生活領域の海域差による可能性を想定している。 
 
 須田・久米・塩浜（1969）は“インド・太平洋のメバチのはえなわ漁場形成と生活

領域に関するー解釈”として、あらまし以下のように記述している。 
 
Ⅰ．マグロはえなわの漁獲からみたインド・太平洋におけるメバチのみかけ上の分布 
 インド・太平洋には、ⅰ）熱帯インド洋、ⅱ）南インド洋漁場、ⅲ）北部太平洋漁

場、ⅳ）熱帯太平洋漁場・北帯、ⅴ）熱帯太平洋漁場・南帯の、5 高釣獲率帯が東西にひろ

がっている（第 83 図）。 
 
第 83 図 インド・太平洋におけるメバチの主漁場（点線で囲む）と主要海流系（実線

で囲む） 
Fig. 83  Designation of major commercial longline grounds for bigeye tuna 

(surrounded by dotted line) in the Indo-Pacific Ocean superimposed by border lines 
between major current systems (solid lines) 

 
 
反対にメバチの釣獲率の低い海域としては； 

ⅰ）赤道に沿った緯度幅 2～3°の範囲、但し 160°W 以東では、短期間ではあるが、高

釣獲率を示す時期がある。 
ⅱ）熱帯太平洋漁場・南帯とニュージーランド北方を除いた広汎は南赤道流域。 
ⅲ）15°N 以北、125°W 以西のカリフォルニア海流の影響下にあるメキシコ沿岸。 
などが挙げられる。ⅱ）の海域が非常に広大なため、太平洋におけるメバチの分布の

重心は少なくとも見かけ上著しく北半球に偏ったものとなっている。また、北米沿岸の表



層漁業による魚種別漁獲量の分布（Alverson, 1960, 1963; Shimada, 1958）も考慮に入れ

ると、ⅰ）の海域やメキシコ沿岸域には、キハダが濃密に分布しており、メバチとキハダ

が棲み分け的に分布しているのが注目される。 
 
 
Ⅱ、メバチの生活領域に関する従来の考え方と問題点 
 
 かなり多くの研究者がマグロ類の生活領域について論じているが、それらの中で注

目されるのは、中村（1954）によって提出された“マグロ・カジキ類の各種は、それぞれ

特有の海流系あるいは水系を生活領域とし、成長に伴って生活領域を変える”という作業

仮設である。メバチについては”来成熟群は北太平洋流域、成熟群は北赤道流域を生活領

域としている”と述べている。中村・山中（1959）は、魚種によって海流系に拘束される

度合に差があり、ビンナガは海流の相違を明確に反映した分布を示すが、クロカジキでは

不明瞭であるとし、メバチについては、 
イ）海流間の潮境に集る傾向が強く、 
ロ）他種と重複した分布を示す場合が多い。 
ことなどを指摘している。イ）については久米（1967）も同様な見解を延べている。 
 
 その後、メバチの漁場がインド洋に続いて 140°W 以東の東部太平洋に拡大される

に至って、分布については、中村の作業仮設では説明できぬ事象が往々経験されるように

なった。例えば、 
1）東部太平洋では、熱帯太平洋漁場・北帯と南帯がみられるが、南帯は、北赤道流は勿

論、北赤道流と赤道反流の潮境からも遠く南方に距って位置している。このことは、

同じ大洋中でも著しく位置が異なる場合には、“特定の種がその生活領域とする海流

系”が変化することを示唆するか、あるいは“特定の種と特定の海流とを対応させる

こと”自体に根本的な問題があることを意味するのかのいずれである。 
2）マグロの延縄漁業平年漁況図（1959）にみられるように、インド洋では、メバチの

主分布域とキハダのそれとが極めてよく一致し、太平洋でみられるようなこれら両種

間の“すみわけ的な隔離”はみられない。種と海流の間に特定な対応関係があるなら

ば、それを通じてメバチとキハダの分布は常に一致するか、あるいは常に隔離するか

のいずれかであるはずで、海域によってその関係が変わるといったことは、最初の前

提に問題があることを示唆する。 
 
  この段階で、中村の考え方に対する批判や、マグロの分布と環境との関係を、中

村とやや異なった角度から検討することが種々試みられた。主要なものは以下の如く

である。 



 
a）山中・安楽（1959, 1961, 1962）は、海流系とマグロ類の分布との関係を水塊の集合

状態（Mixing Stage of water mass）とマグロ類の分布との関係に置き換えて論じて

いる。この考え方をもちこむと、海流系との対応としてはうまく説明できなかった海

流系内での細い分布密度の変化や体長組成・魚種組成の変化も説明できるが、山中等

（1959, 1961）は、メバチについては具体的に論及していない。 
   水塊の集合状態という概念によって魚種分布を論ずる場合には、次の点を考慮して

おく必要があろう。実際に経験されたことであるが、これは海流系理論よりもさらに

生活圏を細分し、同一種のしかも同一発育段階にあるとみられる魚群についても、複

数の生活領域を設定する傾向が強い。細分された生活領域を全体として如何に統一す

るかという問題が残りそうに思われる。また水塊の集合は表面から数百メートルの深

さにわたる水層の温度と塩分の変化の方としてとらえられるが、魚群の遊泳層は比較

的限られたものであろうから、かような取り扱い方では、遊泳層と海洋の条件との対

応が明確でなくなる恐れあろう。 
 

b）Blackburn（1965）は、中村の海流説について“種と海流との間に特別な関係が生ず

る過程や、マグロがその海流中に棲息して得るところについては説明されていない”

と批判している。 
  あるマグロがある特定な環境を生活領域とすることには必然性があるとみるのは正

しい。しかし、かような必然性の認識は、それの反映した現象を数多く経験し、その

経験を整理することによって得られるものであろう。マグロ類の分布と環境との対応

関係がまだ殆んど知られていない現状では、上述のような説明を求めること自体が無

理である。海流系理論は、中村（1954, 1959）自身が述べているように、分布に関す

る現象を整理し、新たな研究の基盤とするための作業仮設である。 
 

c）川合（1966）は、“ところ”として水温構造を重点的にとりあげている。その理念は

“水産生物が存在する場、時点の水温または他の属性を個々に切り離して扱うだけで

は、それと生物の存在量との関係は、一般にきわめて漠然としたものになる、水温構

造として扱えば、その変化のうちに水塊・水型はもとより、水質・生産量・海流その

他未知の要因の分布も、ある程度反映できる”ということである。 
  メバチについて川合は、“熱帯と亜熱帯では温度躍層、すなわち下層潮境に沿って漁

場が形成される。これには二種類があり、一つは亜熱帯海流内の均質水域の周辺部潮

境、他は熱帯冷水域周辺の潮境である。前者は北太平洋ではいわゆる北太平洋流漁場

と亜熱帯収斂線漁場に相当する。後者は、太平洋では赤道冷水舌および赤道反流と北

赤道流の境界冷水舌の周辺潮境の漁場に相当する”と述べている。 
 



 
Ⅲ、メバチの生活領域と漁獲のメカニズムに関する著者等の解釈 
 
 中村の作業仮設が、マグロ・カジキ類の分布領域、とくにそれを成長の過程と対応

させて、かなりうまく説明できたことに注目し、課題への approach を、まずこの仮説

の再検討からはじめることとする。 
 中村の仮説ではうまく説明できなかった点は既に指摘した如くである。注目される

点は； 
イ）かような不適合が、他種に比してメバチに多く経験されたこと、 
ロ）とくにそれが熱帯海域の漁場で経験されたこと、 
などである。温帯域、例えば北部太平洋漁場でのメバチの出現状態は、むしろ中村の

仮説でうまく説明できる。 
 
 イ）については、メバチの生活様式が他のマグロ・カジキ類と異なり、全く海流系

に拘束されないか、あるいは中村の扱ってきた表層の海流系以外に棲息するものと想

定してみた。 
 ロ）の熱帯水域でメバチの分布が海流系とうまく対応しないことは、本種の生活領

域が熱帯では表層にないことを示唆する。 
 
 熱帯水域の対流圏は二層となり、一般に表層に混合層（Mixing layer）が発達しその

下に顕著な水温躍層がある。メバチの遊泳層は、この水温躍層に沿った部分またはそ

の下側にあるとみると、メバチの分布と表面海流とがうまく対応しないことは問題に

ならない。 
 
 水温躍層の深度の変化をみると； 
1）太平洋 
 赤道を中心とした海域における温度躍層の状態は、第 84 図の如くである。 
 
 

第 84 図 太平洋の表層における海洋構造模式図（日高, 1955 による）（点を

打った範囲がメバチの想定生活領域） 
Fig. 84 Schematic illustration of oceanographic structure of the surface 

r in north and south direction in the Pacific Ocean (after Hidaka, 1955). Dotted area is hypothetic habitat 
 igeye tuna. 

 
 躍層は、10°N と 0°の 2 か所で浅くなっている。10°N のものは北赤道流と赤道反流



の境界に相当するところであり、0°のそれは赤道直下の南赤道流中である。10°N のもの

の方が著しく浅い。これらの隆起に挟まれた凹部は赤道反流と南赤道流の潮境に当たる。 
 マグロ延縄の鈎の平均到達深度は 100～120m である。この到達深度と温度躍層との 関

係は、第 85 図に示すように、Type A～E などとなろう。 
 
第 85 図 恒常水温躍層の存する熱帯太平洋におけるメバチ延縄漁場形成の想定様式 
Fig. 85 Various supposed types of the formation of longline grounds for bigeye tuna in 

the tropical Pacific Ocean where the permanent thermocline is in existence. 
 Type A and B ... 120°E～160°W 
Type C and D ... 160～120°W 
Type E       ... 120°W 以東 

 
 メバチが水温躍層のすぐ下側または水温躍層に沿って分布するとの仮定が正しければ、

第 85 図の小点を施した部分、すなわち鈎の到達線が躍層を切るところでは、漁獲が期待さ

れることになる。水温躍層は東から西に向かって深くなっているから、西から東に向かっ

てＡからＥまでの漁場形成様式が想定される。ＮＡ～ＮＢでは、漁場は北赤道流と赤道反流

の潮境に現われ、ＮＣ～ＮＤでは南下して赤道反流に入り、ＮＥではさらに南下して赤道反流

と南赤道流の潮境に形成されることになる。ＮＡ～ＮＥは、熱帯太平洋漁場・北帯に当たる。

同様にＳＣ～ＳＥは熱帯太平洋漁場・南帯に当たる。 
 かような想定に基づけば、Type-D のように 4 漁場が形成される海域もあるはずで 
あるが、実際には近接した２漁場が区別できない場合が多い。170°W 以東の 15°～20°
N の海域に釣獲率のかなり高い海域がみられるが、これは 10°N 附近の躍層の北側に当た

る 
ものと考えられる。 
 11 月に躍層が 100～150m の深さにある海域は第 86 図に黒地で示された如くであるが、

この黒地帯と第 83 図の漁場帯との間にはおどろくべきほどの一致がみられる。 
 
 第 86 図 メバチの効果的な延縄漁事の想定される海域 
  黒地の海域…恒久水温躍新が発達し、躍層の深さが 100～150m 
  点地の海域…恒久水温躍層が発達せず、メバチの生活領域となっている海域 
 Fig. 86 Illustration of the area in which effective catch of bigeye tuna by longline is 

supposedly expected. 
Shaded area ... Permanent thermocline is well developed. Depth of 

thermocline is between 100 and 150m. 
Dotted area ... Permanent thermocline is not developed. Habitable water of 

bigeye tuna (the Central Water) ranges from surface level to some depth. 



 
 2）インド洋 
  水温躍層が 100～150ｍにあると想定される海域は、第 86 図の如く、メバチの主漁

場とよく一致している。 
 以上に基づいて、“メバチは表面混合層を生活圏とするものでなく、その下面に沿った、

あるいはその下側のいわゆる赤道水とか中央水といわれる水界を生活圏とする。熱帯海域

では、原則的には表面混合層が厚くメバチの分布水界の上に覆っているために、延縄の鈎

はその生活圏に到達せず、好漁は期待できない。しかし、赤道無風帯附近では力学的に表

面構造層が薄くなるため、延縄の鈎がメバチの棲息水界に達するようになり、漁業が可能

となる”ものと想定する。 
 熱帯域を除けば、メバチの分布に関する中村の海流による説明はよく実際に合致して

いる。北太平洋流域は、亜熱帯環流の東行部に当たり、表面混合層は存在しない。いわば

メバチの棲息水界の露出部である。この海域には東西にわたり広くメバチが出現する。と

きとしてその分布密度は亜熱帯収斂線域や北太平洋流域の北寄りの部分である。遷移帯

（Transition zone）でも高くなるが、これは一種の周辺効果とみられよう。南太平洋では、

亜熱帯環流の東行部は、ニュージーランド周辺にみられるだけで、一般には発達が悪い。

そのため比較的高緯度海域にも広く表面混合層があり、北部太平洋ほどのメバチ漁場はみ

られず、漁場はニュージーランド北方水域に局限されることになっているものと考えられ

る。 
 インド洋では亜熱帯環流は南半球のみにある。その東行部と思われる水域に、かなり

魚群密度の高い海域があることが近年明らかにされつつある。亜熱帯環流のさらに外側に

あたる北半球の極前線の北側や、南半球の亜熱帯収斂線の南側や中層水の卓越する水域で

は、メバチ延縄漁場は全くみられない。 
 
 以上の諸知見から、メバチの分布の様相を統一的に解釈すれば； 
“熱帯域にひろく発達する表面混合層には、メバチは分布しない。また亜極水や中層水

にも分布しない。本種の棲息圏は、熱帯域の混合層と亜極水や中層水との間にある空間”

である。換言すれば、中央水と赤道水によって占められる空間であり、 
イ）熱帯域のメバチ漁場は、メバチの分布水界が何らかの理由で、延縄の鈎の到達する

深さに押し上げられたところに、 
ロ）温帯域のメバチ漁場は、メバチの分布水界が表面に露出するところに、 

それぞれ形成されるものと想定する。 
 
  熱帯太平洋漁場が北帯と南帯に分離するのは、ペルー海流や赤道湧昇による冷水がマ

グロ類の分布を妨げることによるものと考えられているが（中村・山中, 1959; 薮田・行縄, 
1959; 木川, 1966）、この作業仮設によれば、躍層の変化とそれに伴う漁具の効率の変化に



よるものであり、南北両帯の間にメバチが分布することを積極的に否定するものではない。

久米（1963, 1969b）は、冷水の最も発達する第 4 四半期に、赤道に沿った 100～120°W
の海域に濃密な魚群が出現することを認めている。 
 著者らはしかし、メバチの延縄に対する availability が、躍層の深さだけで決定されると

は考えていない。上述の東部赤道太平洋の冷水域に形成されるメバチ漁場の場合には、躍

層の深さはほぼ 50m であり、鈎の到達深度よりも著しく浅い。また、130～150°W の範

囲では、躍層の深さからみて好漁が期待されるはずであるが、漁事は低調である。 
 これらの事象は、躍層面を東流する潜流（Cromwell 海流）とその上方を西流する南赤道

流の延縄への作用とみることによって説明が可能となろう。逆流するこれらの海流によっ

て、おそらく枝縄の上部は西に、下部は東に押され、前者の場合には、鈎は躍層附近に維

持され、後者の場合には鈎は躍層に到達しないものと考えられる。 
 
 
Ⅳ、仮説に基づいた若干の論議 
 
1）温度の問題 
 分布域を適水温と結び付けて考えることは古くから行われてきた。例えば Uda（1957）
は、メバチの適温範囲は 17.5～22℃であるとしている。メバチの棲息水界の露出部である

温帯域では、適水温である 20℃の等温線とメバチの濃密分布域との間には関連性がみられ

る。熱帯においても、メバチの生活領域が表面混合層下にあるとの想定に基づけば、躍層

中の温度はおおむね 20℃で、適温によく一致する。しかし、未成魚は中央水の露出部に分

布するが、成熟魚は熱帯の表面混合水下に分布する。したがって、適水温というとらえ方

では、分布のもつ生態的・機能的な側面の説明力に欠ける。 
 
2）海洋の基礎生産力の問題 
 キハダの場合には、海洋の基礎生産力と分布との間にかなり直接的な関連があるとされ

ている（Sette, 1955）。しかし、メバチの場合にはかような関係はみられない（Sett, 1955; 
King and Hida, 1957）。著者らの仮説によれば、メバチの棲息水界は基礎生産力の大きい

表面混合層とは温度躍層によって距てられていることになり、基礎生産力とメバチの濃密

分布域との間に関連がみられないのは当然といえる。 
 
3）生態の過程による棲み分けの問題 
 北部太平洋に出現する魚群が未成熟あるいは休止期の魚群で、熱帯太平洋に分布するも

のは性的活生が高い（木川, 1957）。東部赤道太平洋の 25℃以下の冷水域に出現する魚群は

性的活性の低いものである（久米, 1967; 1969b）。また、稚魚の出現状況（上柳, 1969）か

ら推すと、メバチは熱帯の表面混合中層で産卵する可能性が大きいように思われる。これ



らの点を考慮して、成熟群と未成熟群の棲み分け（久米, 1967; 1969b）については、以下

のように解釈する。“性的活性が高くなると、魚群は漸次、熱帯域の表面混合層下に集まり、

やがて表面混合層中で産卵する。結果として、表面混合層が全く発達しないか、湧昇が発

達して表面混合層の存在がはっきりしなくなるような海域には、未成熟個体のみが残るこ

とになる”。 
 
4）魚群構造の問題 
 魚体の大きさに比例して遊泳深度を増す、との前提に立つと、東方にすすむにつれて大

型魚の割合が増大することは、躍層が東方に浅く西方に深いことと結び付けて説明ができ

る。躍層が浅くなるにつれて、大型魚が延縄にかかる機会が増大するはずである。 
 かような想定が正しければ、太平洋のメバチについてしばしば表明されてきた“太平洋

のメバチは単一の Population で、成長に伴って魚群が東方に収斂する”という考え方に対

し、別な考え方、すなわち“魚体が東方ほど大きくなるのは、必ずしも成長に伴う東方へ

の収斂ではなく、単に見かけ上のものである”との考え方が成立する。この想定に立てば、

必ずしも太平洋に単一の魚群体を考える必要はなく、半独立の複数の魚群体が東西に並ん

で存在すると考えることもできる。この場合には、西方のものほど遊泳層が深いために“成

長に伴って延縄による漁獲を免れる機会が多くなる”ということになる。 
 
5）インド洋におけるキハダとメバチの釣獲率経年変化に現われた差異 
 熱帯インド洋では、キハダとメバチの分布はよく合致しているが、両種の釣獲率の経年

変化には著しい差があり、キハダの釣獲率は漁場開拓当初の約 1/3 に低下しているのに対し、

メバチのそれはほとんど低下していない。かような差異のみられるのは、両種の遊泳層の

相違を反映したもので、延縄の漁獲効果がキハダには強く、メバチには弱く及んでいるこ

とによるものと考えられる。 
 
 
Ⅴ、今後の問題点 
 
 1）この作業仮設は、延縄の漁獲記録に基づいて設定されたもので、延縄の対象となるよ

うな年齢のものだけに適用され得るものである。生活の場が比較的海洋の表層部にあって

延縄の漁獲対象とはなりにくいと思われる若年魚群については、適用に先立って特に注意

深い吟味が必要と思われる。 
 
 2）メバチの生活領域に関するこの仮説は、少なくとも本種の延縄漁場の形成、漁獲物の

大きさ、釣獲率の経年変化など、漁具のはたらきと直結した現象についての過去のものよ

りも、うまい説明を与えたと考えられる。しかし、この作業仮設によれば、熱帯水域に形



成されるメバチの高釣獲率帯は、延縄のメバチに対する漁獲効率の高い海域のことで、こ

れがメバチの分布の元来の姿を示すものという保証はない。勿論、躍層の深さと延縄の鈎

の到達深度が一致して、メバチ漁場として能率的な開拓の行われている海域以外にも、メ

バチは分布しているものと考える。但し、それが均一に分布しているとは考えていない。

南太平洋に広くひろがる中緯度海域では、躍層そのものがきわめて深く、光合成層から甚

だしく距たっているため、躍層の深度では生物生産は盛んでなく、したがって、ここで生

産されるメバチの量も大きいものとは思われない。しかし反対に、ところによっては、濃

密分布域が現在開拓されている漁場の外側海域まで拡がっている可能性も考えられる。と

くに、熱帯太平洋漁場の南帯と北帯の中間に位置する低釣獲率帯や、東部太平洋における

北帯の北側海域では、躍層がきわめて浅く光合成層の中にあるために、躍層の下、あるい

は中でもかなり活発な基礎生産が期待されるから、メバチが高い密度で分布する可能性が

非常に大きい。しかしこの場合にでも、例えば、北帯の北側海域では躍層が浅いために、

仮に相当量のメバチが分布していても、延縄では能率的な漁獲が期待できぬものと考える。

かような点について、実証をつみ重ねて理解を増してゆかなければ、魚群の分布は充分把

握できぬであろう。 
 
 3）この研究で用いた躍層の形状に関する考え方は、むしろ古典的なものである。ここで

注意を要することは東部太平洋に南赤道反流の存在がとりあげられるに至ったことである。

その存在は必然的に躍層の形状にも影響するものと考えられる。今後はこの種の研究成果

に注意しながら、このモデルの発展を心がけたい。 
 
 久米による上記の記述は、より豊富な資料に基づいて、おおむね既往の知見を再確認し

たものといえよう。しかし、いくつかの新たな見解も示されている。それらのうち重要と

思われるものを挙げると、以下の如くである。 
 

1）16°N 以北の海域では、180°の東西で最高魚群量に達する時期にズレが認められる。 
2）北部太平洋で、春～夏季に魚群量が低下するのはみかけ上のもので、この季節には温

度躍層が浅層に形成されるため、魚群がそれによって押上げられ、延縄では漁獲され

難くなることを考慮すべきである。 
3）北太平洋に共通な卓越年級群の出現がみられるが、その出現は不規則で周期性は認め

られない。同一年級群でも、モードの体長は西に小さく東に大きい。このことは、東

西方面の魚群の交流は不活発であることを示唆する。 
4）赤道海域では、西から東に向かって大型魚が増加するが、斬新的に増加するものでは

なく、150°W 附近で著増する。 
5）太平洋では、赤道を距てて対称的に分布せず、分布の重心が北半球に偏している。 
6）性的活性の高いものの分布する海域では♂の割合が常に大きく、それが低いところで



は♂：♀≒1：1 となるが、ときとしては♀が多いことが認められる。 
 
 1）の現象と、既に記した北東太平洋では濃密分布域が 10 月頃東方に現われ、西方に伸

び、12～1 月には 175°W 附近に達し、3 月には東方に収縮すること（久米, 1963）、との

関係については何も述べられていないが、これらのことは、175°W 附近の東西では魚群の

動きが異なることを示唆する。マグロ延縄漁業平年漁況図（1959）によれば、175°W 附

近以西では漁場が北方から南下し、以東では南方から北上し、両者は 12 月頃 30°N を中

心とした海域に東西に連なるものとみられる。しかし、かような漁場の動きが、魚群の動

きを反映したものか、漁船の動きを反映したものかは、いまのところ断定は困難である。

以上の諸事情は、175°W 附近の北太平洋に生活領域としての境界、すなわち海洋の不連続

構造があろうとの想定（中村・山中, 1959）の妥当性を示すものといえよう。 
 
 2）については後に述べる。 
 
 3）は太平洋のメバチの魚群構造と資源の動態の考察に重要な意義をもつものといえよう。

今後も引き続きその出現がみられるか否かに注目すべきであろう。 
 
 4）については後述する。 
 
 5）の事象がみられる原因は明らかでないが、漁業生物的には興味深い問題である。前述

のように、須田（1969）は、この事象を温度躍層の深さと結びつけて説明している。 
 
 6）の事象が、♀の生態の過程による生活領域の転換によるものか、性的活性の高い♀の

摂餌活動の鈍化によるものかは明らかでない。同様な事象が、インド洋のキハダについて

報告されている（Mimura et al, 1963a）。 
 
 須田他（1969）の解釈は全く新しいもので、メバチの漁場を垂直方向の海洋構造と結び

付け、延縄の対象となるものの生活領域を温度躍層またはその下方の中央水と想定してい

る。須田他は、この新解釈によれば、少なくともこの魚の延縄漁場の形成や漁獲物の大き

さの海域差および釣獲率の経年変化など、延縄漁具に直結した現象については、この魚の

生活領域に関する従来の想定よりもうまく説明できる、と述べている。しかし、以下のよ

うな問題点が含まれている。 
 
イ）北部太平洋における分布 
 久米（1969a, b）の記述中、重要と思われる次項の（2）として、先に指摘したように、

久米は北部太平洋では春～夏季に温度躍層が浅層に形成されるため、魚の浅層に押上げら



れ延縄に漁獲されにくくなるものと想定している。須田他は、北部太平洋では中央水の露

出部がこの魚の生活領域で、表層の混合水中には分布しないと考えている。したがって、

両者の見解は全くくいちがったものとなっている。 
 
ロ）160°W 附近の赤道太平洋における漁場の位置のズレ 
 160°W 附近以東では、北西に比し、中心漁場が緯度にして約 5°南方にズレ、同時に須

田他のいわゆる北帯と南帯に分離する。南帯の形成は第 86 図によって説明できるが、北帯

にみられる断層的な位置のズレは、同じ図では説明できないものと思われる。 
 
ハ）魚体組成にみられる東西方向の差異 
 “大型魚ほど深層に棲息する”との前提に立ち、須田他は、東部熱帯太平洋で延縄漁獲

物が大型化する現象を“温度躍層が浅くなるために、深層に棲息する大型魚の鈎の到達範

囲に押上げられことによるもの”と想定し、この想定に基づいて、複数の魚群体が東西に

並んで存在する可能性を指摘している。 
 魚体が東方に移行するにつれて大型化することは、赤道海域ではメバチのみでなく、キ

ハダやクロカジキにも認められている。また北太平洋領域のビンナガやメバチについても

みられるところである。赤道海域のキハダの場合には、メバチと同様な説明が可能であろ

うが、表層性とみられているクロカジキの場合には説明が困難であろう。北太平洋流域の

ビンナガやメバチの場合には、説明は不可能となるものと思われる。 
 また複数の魚群体があり得るとの見解は、東部赤道太平洋における大型魚の魚群量の低

下が、全ての漁業の影響が大型魚の集積する東部赤道太平洋にシワよせされることに 
よる、との従来の想定（須田, 1966; Kume and Joseph, 1966）とは全く調和しない。 
 
ニ）釣獲率にみられる東高西低の現象 
 メバチは数十メートル以浅の表層で産卵するものと想定されている（上柳, 1967）。この

想定に基づいて、須田他は“性的活性が高まると、魚は漸次赤道太平洋の表層混合層の下

側に集まり、やがて表層混合層中で産卵する”ものと想定している。 
 赤道太平洋における延縄漁獲物の主体は産卵群であると知られ（中村, 1954; 木川, 1957, 
1966; 久米, 1966b）、木川（1953）はマーシャル群島近海での漁獲物を用いて人工ふ化を

試みている。また、焼津の一漁業者も東部赤道太平洋で同様な実験を行っている。これら

のことは、須田他の想定によると、赤道太平洋における漁獲物の主要な部分は、表層混合

層で漁獲されたことになる。表層混合層の下方に分布すると考えられている性的活性の低

いものの漁獲物に占める割合は明らかでないが、尾叉長 120cm 未満の小型魚は赤道太平洋

の全域にわたってはほぼ同様な密度で分布するとの知見（久米・塩浜, 1965）は注目に値し

よう。かような小型魚は、小型といっても島嶼の周辺に出現するものよりは大きく、なか

には産卵に関与するものもあろうが、大型魚に比して性的活性が低いことには疑問の余地



がない。これらが延縄で漁獲される機構については、須田他は全くふれていないが、仮に

若年期の魚群は表層に分布するためとすると、“少なくとも延縄の対象となる大きさのもの

は表層混合層には分布しない”との前提となっている魚体の大きさが明確にされる必要が

あろう。以上の諸知見は、“赤道太平洋において、延縄の漁獲対象となるメバチの主な生活

領域が温度躍層中または下側となっている”との想定に否定的であり、少なくとも現状で

は想定を支持するような知見に乏しいといわざるを得ない。 
 ⅰ）漁獲物の主体が性的活性の極めて高いものであること、ⅱ）かように性的活性の高

いものは表層混合層中に分布する可能性が大きいこと、およびⅲ）大型魚の割合が東に大

きく西に小さいこと、などを併せて考えると、150°W 附近以西における釣獲率の東高西低

の変化は、須田他の仮説によってかなりうまく説明できるとしても、150°W 附近以東で大

型魚が急増し、そのために釣獲率が急上昇することの説明は困難と思われる。 
 
ホ）インド洋におけるキハダとメバチの魚群量の経年変化 
 赤道インド洋の漁場では、開拓後数年にして、キハダの釣獲率が急低下したが、同じ海

域におけるメバチの場合には、釣獲率の低下は殆ど認められていない。かような差異のみ

られる原因について、須田他は、“メバチの棲息する層が深く、延縄に間引きする度合いが

キハダに比して小さいため”と説明している。かような想定の当否は現状では論じ得ない

が、両者の生物学的特性の差異、とりわけ、“キハダの場合には漁業がその主要な分布域で

行われ、殆んど全生涯を通じて漁獲対象となっているのに対し、メバチの場合には、漁業

が産卵群の分布域のみで行われ、高緯度の索餌領域のものは漁獲対象となっていなかった

こと”も考慮さるべきであろう。近年、高緯度海域における漁業規模が急激に拡大されつ

つあることが、赤道海域に分布する産卵群量に如何なる影響を及ぼすかが注目される。 
 
ヘ）東部熱帯太平洋の漁場構造 
 150°W 附近以東の赤道太平洋では大型魚が急増すると指摘されている（久米, 1969b）
が、須田他はこのような現象のみられる原因には全くふれていない。この現象と 160°W
附近にみられる漁場の位置の断層的なズレとを併せると、160～150°W 附近から東方の海

域は、メバチの漁場として、あるいはこの魚の生活領域として、以西とは著しく異なった

性格のものである可能性が考えられる。 
 赤道に沿って季節的に発達する舌状の冷水域中には、メバチは分布しないものと考えら

れていた（薮田・行縄, 1959; 中村・山中, 1959）が、久米（1963, 1969b）は、この冷水域

中にも分布することを報告している。須田他はこの冷水域中に漁場が形成される機構を、

表層の海流と潜流とが逆流するため、鈎がメバチの遊泳層に保たれるためと想定している。

しかし、冷水域中に分布するものが性的活性の低いものであること（久米, 1963, 1969b）
は、この冷水域が漁場として、あるいはこの魚の生活領域として、周辺とはまったく異質

のものであることを示すものである。またこのことは、冷水域が性的活性の高いものには



不適な環境であることを示すものであり、“異質の水系は、マグロ類の生活領域あるいはそ

の漁場として異質なものであること”を示すものといえよう。 
 
 以上に述べたところは、須田他の新解釈にふくまれる問題点と思われる諸点である。 
 
 中村（1954）による“種による生活領域の分離”と“生態あるいは成長の過程による生

活領域に分離”とは、ともに主としてマグロ延縄の漁況に基づいた作業仮説である。 
 前者の場合は、ある海域で延縄に卓越する種がみられれば、その海域をその魚の生活領

域とし、後者の場合は魚体組成、生殖腺の状態などに基づくもので、延縄に卓越するか否

かは問題とされていない。このことは一般的にみて、種による生活領域の分離よりも、生

態あるいは成長の過程による生活領域の分離のほうが明瞭となることを示唆する

（Nakamura, 1969）。 
 水平的な種による生活領域に分離の状況を太平洋についてみると、種間の関係はそれぞ

れ異なり、例えば、クロマグロとビンナガの若年魚は、北米沿岸域を生活領域として共有

している。また、性的活性の低いメバチの一部とビンナガは北太平洋流域を、キハダとメ

バチは赤道海域の一部を、それぞれ共有の生活領域としている。しかし、キハダとビンナ

ガの生活領域の分離は、これらの場合に比して著しく明瞭であるし、索餌期のミナミマグ

ロの生活領域は、西風及流域中に極めて明瞭に分布し、むしろ孤立的である。 
 海域によっても、生活領域の分離の状況には差異がみられ、北太平洋に比較すると、南

太平洋やインド洋では不明瞭となっている。また一般に、中南米、濠印諸島など陸塊に近

接した海域では、洋心部に比して分離が著しく不明瞭となっている。 
 
 これらのことから、Nakamura（1969）は、さきに記した作業仮説を； 

イ）生態の類似性に比例して、種間の生活領域分離は不明瞭となる。 
ロ）相接する水系の分化の度に比例して、生活領域の分離は明瞭となる。 
ハ）相接する水系が混合すれば、魚種も混合する結果をもたらす。 

と敷延している。 
 
 生活領域が不明瞭となるもう一つの原因として、Nakamura（1969）は研究手法を挙げ、

以下のように述べている。 
 “マグロ類の分布に関する資料（主として釣獲率）は、殆んど漁船の稼働から得られた

もので、通常経緯度各 1°の区画内のものが月別に平均されている。これと対比される海洋

構造は殆ど水平的なもので、漁業とは全く無関係に蒐集された資料に基づき、殆んどが四

半年または半年の平均として示されているから、ともにごく大まかなものといわざるを得

ない。海洋構造に時間的な変動が小さいところでは、これらを対比させることに意義が考

えられるが、変動が激しく、ひいては生活領域の位置の変動も激しいところでは、両者の



関係は必然的に不明瞭となり、ときとしては対比することが無意味となる場合もあり得よ

う。洋心部では仮説の適合性が大きく、陸地に近接した海域ではそれが著しく低下し、と

きには適合性が認められない理由はかような研究手法による可能性が考えられる。洋心部

においても、中村・山中（1959）は、地球観測年に西部赤道太平洋域で行われた観測結果

と、その観測期間中に行われた漁業から得られた釣獲率の分布とを比較し、赤道反流の流

軸の移動に伴って、キハダやメバチの分布の重心域が移動することを認めている。現状で

は如何ともしがたいが、同時に得られた資料に基づいて、広汎な海域における比較対照が

行われ得るならば、事情は著しく異なったものとなろう。” 
 また、延縄の構造からみて、表層下の海洋構造と対比する要があるとし、例えば、魚群

探知機とBathy thermographの併用などのように、同時にかつ継続的に、魚群の分布と海

洋構造に関する情報の得られる研究手法の開発を提案しているが、かような手法は、須田

他の仮説の吟味にも極めて有効であろう。ことに、東部赤道太平洋では、表層流と潜流と

が鈎 15をメバチの遊泳層に保つことが漁場形成の原因であるとの想定の吟味には有効と思

われる。 
 久米（1969b）、須田他（1969）は、東部熱帯太平洋では、中村（1954）の仮説に適合性

が認められぬとし、また、中村・山中（1959）が、“メバチには潮境に集まる性質がみられ

る”としていることも、この方面では適合しないと述べている。 
 中村（1954）の仮説は、中・西部太平洋のみに限られた当時の資料に基づくもので、こ

の方面ではマグロ類の主分布域と海流々域とがよく対応することから 16、海流系が強調さ

れた型となっている。しかし、中村・山中（1959）、Nakamura（1969）が述べているよう

に、仮説の基本理念は、 
 
“水系はそれぞれ固有の性格を具えた生活環境で、環境としての条件の良否にかかわらず、

それぞれの環境に適応したものが分布する” 
 
ということである。 
 
 先に記したように、Nakamura（1969）は、“相接する水系の分化の度に比例して生活領

域の分離が明瞭になる”と想定しているが、言葉をかえるとこのことは”相接する水系の

性質の相違が大きければ大きいほど、両水系間の潮境がマグロ類の分布に強い障壁となる”

ということである。潮境は単に水平方向のものと規定しているわけではなく、垂直方向の

ものも当然考慮されている。したがって、仮に須田他の新しい仮説の妥当性が立証され、

メバチは表層混合層下を生活領域としているものとしても、このことは中村（1954）の仮

説を否定するものとはならず、却ってその妥当性を支持するものとなろう。 

                                                   
15 延縄の水中における形状は魚群探知機に記録される（西村他, 1965）。 
16 山中（1966）もこれを認めている。 



 須田他が、メバチの分布密度が生活領域の周辺部に大きいことを“周辺効果”とみてい

ることは、中村・山中の“メバチには潮境に集まる性質が強い”との見解や、川合（1967）
が“メバチの主漁場は、熱帯および亜熱帯海域で、温度躍層が急変する場所つまり下層潮

境に沿って形成される”との見解に説明を与えたものといえよう。 
 
 
D-2、インド洋域のメバチ 
 
 インド洋におけるマグロ延縄漁場の開拓調査は、1930～1934 年に、主として榛名丸 17と

白鷹丸 18によって行われている。しかし、日本のマグロ延縄漁業が本格的に進出しはじめ

たのは 1952 年である。以後漁場の開拓がすすむにつれて、他のマグロ類の場合と同様に、

インド洋におけるメバチの分布の様相も次第に明らかにされつつある。しかし、魚体組成

や生態に関する知見はまだきわめて乏しく、生態の過程による生活領域の分離については、

不明な点が多く残されている。 
 中村（1949）は榛名丸・白鷹丸などから得られた資料をまとめ、ジャワ・スマトラなど

の沿岸では、12 月 19を中心にメバチの分布密度が大きいこと，赤道以北では以南に比して

分布密度が小さい傾向が認められることなどを述べている。 
 三村・中村（1959）は、1952 年から 1956 年までに得られた漁船の操業資料に基づいて

インド洋におけるメバチの分布状態をあらまし以下のように述べている。 
 
1、釣獲率からみた魚群の分布とその季節変化 
 インド洋におけるメバチの釣獲率は、100°E以西では全般に低く 20、以東では逆にやや

高くなる傾向がある。また、後述のように、両海域間には魚体組成にも差がみられる。し

たがってここでは、100°Eでインド洋を東西に分けて記述する。 
 
1-a 100°E 以西の海域 
 釣獲率は全般的に低いが、なかでも 10°S 以南の海域、すなわち南赤道流々域に当たる

ところでは特に低い値を示している。10°S 以北の海域についてみると、赤道以北の方が以

南よりも釣獲率がやや大きい。最近の資料によると、5°N、60～70°E を中心とした海域

で、8～9 月にかなり大きい釣獲率を示すもののようである。この方面がメバチ漁場として

注目されるが、資料の現状では詳しい論議はできない。 
 

                                                   
17 榛名丸…農商務省調査船  
18 白鷹丸…水産講習所練習船 
19 調査の行われた時期はほとんど 12 月～2 月に限られている。 
20 当時にはまだ漁場の開拓が赤道以北に及んでいなかったことによる。 



1-b 100°E 以東の海域 
 10°S 以南の海域における釣獲率は、100°E 以西の海域におけると同様に低い。10°S
以北のスンダ海峡からジャワ島南岸にかけてのごく沿岸水域では、7～12 月（特に 7～10
月）に高い釣獲率を示している。この高釣獲率を示す海域は、7～10 月には上述のような狭

い海域に限られているが、10～1 月にかけてはほぼ 8～10°S の範囲を西方に拡がり、釣獲

率はやや低下しつつ 90°E 附近にまで達している。同時にスマトラ南部の西方沖合でも釣

獲率が若干高くなる。バンダ海・フロレス海では、1～6 月には釣獲率は 1％以下と低いが、

8 月以降 12 月には向上し、1％以上を示している。この方面の釣獲率の季節変動の傾向は、

おおむねジャワ島沿岸域のそれに一致する。 
 
2、魚体 
2-a 100°以西の海域 
 体長範囲は 70～180cm であるが、特に 100～170cm のものは平均して出現率が高い。季

節的にみると、1～3 月には 100～170cm のものがほぼ一様に出現している。しかし、季節

をおって、100～120cm と 140～160cm の 2 群に分離し、かつ 140～160cm のものの 
割合が徐々に増加する。 
 
2-b 100°E 以東の海域 
 ジャワ沿岸域では、7～12 月には 130～160cm のものの出現率が高く、140cm 前後にモ

ードが現われる。1～6 月には 115～145cm のものの出現率が高く、モードは 130cm に現わ

れている。したがって 7～12 月に、比して全般的にやや小さい方に偏していることになり、

季節によって漁体組成に変動が認められることになる。 
 バンダ・フロレス海では周年 130～160cm のものの出現率が高く、140～150cm にモー

ドが認められる。すなわちジャワ沿岸で 7～12 月にみられる体長組成にかなり類似してい

る。1～7 月には、100～120cm のものの出現率が大きくなり、小型魚が若干増加すること

を示している。 
 坂本（1957a）は 1962～1964 年の統計 21に基づいて、インド洋におけるメバチの分布に

ついて、あらまし以下のように述べている。 
 
1）分布の様相 
 経緯度各 5°区画内の釣獲率の平年値を示せば第 87 図の如くである。 
 
第 87 図 インド洋におけるメバチの平年型釣獲率の分布（周年値） 
Fig. 87 Yearly distribution of hook-rate for bigeye tuna in the Indian Ocean as the 

average for the year 1962~1964 
                                                   
21 マグロ延縄漁業漁場別統計結果報告。 



 
 第 87 図から明らかなように、濃密分布域は 10～15°S以北の低緯度海域にみられる。資

料が不十分で明らかでないが、これとは別に 30°S以南の高緯度海域 22にも濃密分布域の

所在がうかがわれる。これらの濃密分布帯の間にある 15～30°Sの海域における分布密度

は小さい。 
 低緯度海域に分布するものは主として大型（高年）群である。北太平洋の高緯度海域に

分布するものと同様な生態にある魚群、すなわち低緯度海域の大型群の補充源となる魚群

が、インド洋の高緯度海域に分布する可能性がかねてから想定されていたが、30°S 以南の

海域に分布するものは、この想定の妥当性を示唆するものといえよう。 
 低緯度海域についてみると、第 87 図は、75°Eあたりを境に、東側では濃密分布域が赤

道以南に、西側ではそれが赤道以北に現われることを示している。0～15°Nの範囲（A）

と 0～15°Sの範囲（B）の釣獲率を比較すると（第 88 図）、（A）では変動が大きいが、全

体としては西高東低の傾向を示すものと認められる。（B）では 105°Eあたり（スンダ海峡

附近）までは明らかに西低東高の傾向を示すが、105°E以東では釣獲率が急低下する。（A）

（B）の両海域を併せると、75°E23あたりに谷が現われるが、全般としてはおおむね東高

西低となり、105°E以東を除けば、分布密度は東に大きく西に小さいものといえる。 
 
第 88 図 インド洋熱帯海域におけるメバチの釣獲率の東西方向の変化 
Fig. 88  Change in the mean hook-rate for the bigeye tuna in the east-west direction in 

the equatorial Indian Ocean 
 
 
2）他のマグロ類の分布との比較 
 西部インド洋（40～70°E）と東部インド洋（85～115°E）におけるマグロ類（メバチ・

ミナミマグロ・ビンナガ・キハダ）の釣獲率 24の南北方向の変化を示すと、第 79 図の如く

である。 
 
 
 第 89 図 インド洋におけるマグロ類の釣獲率の南北方向の変化 
 a; 40~70°E、 b; 85~115°E 
 Fig. 89 Latitudinal change in mean hook-rate for tunas in the Indian ocean 
 a; 40~70 degrees E, b; 85~115 degrees E  
 

                                                   
22 この方面の海域の漁業としての歴史は浅く、そのため資料もまだ極めて不十分である。 
23 インド洋の南端附近に当たる。 
24 緯度５°毎の平均値。 



 
a）40～70°E の海域 
 南北方面の釣獲率の変化は、魚種によって特長的である。メバチ、キハダおよびビンナ

ガの 3 種についてみると、10°S あたりを境として、前 2 者では釣獲率は以北に高く、ビ

ンナガでは以南に高くなっている。しかし、メバチの場合には 30°S 以南でも釣獲率が非

常に高く、キハダの分布状態とは著しく異なっている。またメバチでは 10～30°S の範囲

で釣獲率が非常に低く、この点ではビンナガとも著しく異なっている。 
 
b）85～115°E の海域 
 メバチとキハダの釣獲率はともに 10°S 以北に大きく、両者の主な分布域はほぼ一致し

ている。ただし、メバチの場合には a）の海域におけると同様に、30°S 以南の高緯度にも

釣獲率の大きい海域が認められる。ミナミマグロとビンナガの釣獲率は 10～30°S の範囲

で大きいが、この範囲はメバチの釣獲率の最も低い海域である。なお、ビンナガとミナミ

マグロの最高釣獲率を示す海域は緯度にして約 10°距たり、前者では 20°S、後者では 30°
S あたりとなっている。 
 
 かように低緯度海域ではキハダとメバチの分布の中心が一致しているが、この点を除け

ば、メバチの南北方向の分布の様相は、他のマグロ類とはかなり異なったものである。こ

れらのことは、すでに Nakamura et al,（1955）に指摘されたところとほぼ一致する。 
 東西方向にみると、メバチの釣獲率はすでに述べたように東高西低の傾向を示し、ビン

ナガとキハダの釣獲率は西高東低の傾向を示すが、このような傾向は第 22 表の釣獲率の海

域差にも明らかに現われている。 
 
 第 22 表 インド洋におけるマグロ類の経度別平均釣獲率（周年値） 
 Table 22 Yearly mean hook-rate of tunas in the Indian Ocean 

 

 
 
 低緯度海域におけるメバチとキハダの分布の様相を、太平洋とインド洋で比較すると； 

イ）中西部太平洋では両者の主分布域が明らかに分離している（上村・本間, 1963）が、

インド洋では両者と赤道反流と北赤道流の流域を主な分布域としている。したがって、

両大洋の間には著しい相違が認められる。 
ロ）しかし、東西方向の分布の様相についてみると、メバチの分布密度はともに東高西

低であり、キハダのそれはともに西高東低である。 

海域 メバチ ミナミマグロ キハダ ビンナガ

40～70°E 0.62 0.01 2.13 1.52

85～115°E 0.88 0.57 0.66 1.02



 
３）釣獲率の分布にみられる季節変化 
 資料が最も充実している 1964 年について、経緯度各５°の区画内の年平均釣獲率と各 4
半年の平均釣獲率を対比すると、第 90 図となる。 
 
 第 90 図 インド洋におけるメバチの釣獲率の季節変化 
 Fig. 90 Seasonal chage of hook-rate for bigeye tuna in the Indian Ocean 
 
 第 90 図はインド洋におけるメバチの相対的魚群量の季節変化について、以下のような示

唆を与える。 
 
１）第Ⅰ四半期（1～3 月） 

 中部（70～100°E）では、赤道をはさむ南北緯 15°の範囲に魚群の集積が認められ

るのに対し、西部（70°E 以西）では魚群が逸散する。 
２）第Ⅱ四半期（4～6 月） 

 70°E 以西の 10°S 以北の海域に魚群の集積が著しい。東部では魚群の減少がうかが

われる。 
３）第Ⅲ四半期（7～9 月） 

 東西南北いずれの方向にみても魚群は分散している。 
４）第Ⅳ四半期（10～12 月） 

 西部でやや魚群量の減少の傾向があり、東部では 5°S 以南に魚群集積の傾向がうか

がわれる。 
 
 坂本（1967b）は、インド洋を第 91 図aのように区分し、各区画内の年齢組成を同図bの
ように示している。海流図はSchott（1942）による 2 月のものである。図中の太線はメバ

チの年齢組成 25に著しい変化の現われる位置である。 
 
 
 第 91 図 インド洋におけるメバチの海域別年齢組成（a, 海流図;  b, 年齢組成） 
 Fig. 91 Age-composition of bigeye tuna by area of the sea in the Indian Ocean 
  (a; Ocean Current, b; age composition) 
 
 第 91 図に基づく坂本の見解は、あらまし以下の如くである。 
 
１）概括的にみた年齢組成と卓越年齢群 
                                                   
25 年齢は、行縄・薮田（1963）が太平洋域のメバチについておこなった研究結果である。 



  
 資料の最も豊富な 1961 年についてみると、Ⅳ歳魚の割合が最も大きく約 30％を占めて

いる。Ⅲ歳以下とⅤ歳以上のものの割合はそれぞれ約 35％となっている。Ⅳ歳魚の占める

割合はどの区画でも大きいが、Ⅲ歳以下のものとⅤ歳以上のものの出現状況には海域差が

かなり著しい。海区 1～3 ではⅢ歳以下のものの割合が約 50％に達するが、100°E 以西の

各海区ではⅢ歳以下のものの割合は約 30％で、Ⅳ歳以上のものの割合は約 70％となってい

る。6'海区からの資料が少ないので断定はできないが、この海区では 24°S 以北の他の区

画に比較してⅢ歳以下のものの割合が大きい傾向がうかがわれる。 
 
２）年齢組成にみられる東西方向の海域差 
 第 91 図 b にみられるように、0～12°S の海域（1, 5, 8, 11 海区）では、高 1 年魚の割合

が東から西に向かって漸増する。同じ傾向が 12～24°S の海域（2, 9, 12 海区）にも認めら

れる。しかし、0°以北の海域（4, 7, 10 海区）では、上述のような傾向は指摘できない。

24°S 以南の海域には年齢組成の資料が乏しく、海域差を論じ得ない。 
 
３）南北方向にみた年齢組成の海域差 
 100°E 以東の海域（1, 2, 3 海区）では、南北方向にみた年齢組成の海域差はあまり明ら

かでない。100°E 以西の海区についてみると、24°S 以南に位置する海区 6'では、以北の

海区よりも若年魚の割合が増加する傾向を示している。 
 
４）考察 
 上述のように、24°S以北の海域では、東側に若年魚が多く、西側に高年魚が多いという

分布構造が認められる。若年魚の割合が大きい海区は 1、2、3、4、5、6 および 6'などで、

80°E以東の赤道以南に位置する。これらの海区は、西風漂流 26とその分派の影響下にある

海域であり、共通の海洋学的特長をもつものとみられよう（第 91 図a参照）。かように寒流

の影響を受けるところに若年魚が多く分布することは、太平洋でも多く指摘されている（須

田他, 1959; 上村, 1954; 久米, 1967）。また、すでに述べたように、30°S以南の高緯度海

域では分布密度が大きいことが示唆されている。この方面の海域は明らかに西風漂流の影

響を強く受ける海域であろうから、この方面に分布するものはおそらく若年魚を主体とす

る索餌群（未成熟群）と推定される。寒流の影響を受ける海域を除く他の海域では高年魚

の割合が大きくなり、各海区の年齢組成にはあまり差異は認められない。 
 
 インド洋におけるメバチの分布構造に関する知見のあらましは以上の如くである。知見

の現状では、生態の過程による生活領域の分離は、太平洋ほどには明らかでない。さらに

充実した資料に基づく研究に期待するのみである。 
                                                   
26 （編者注）West Wind Drift（西風皮流）と思われる。 



 赤道海域に分布する高年魚群が産卵に関与するものであることは、Kume（1962）が 3
～6°N、61～64°E の海域における漁獲物を用いて人工ふ化を試み成功していることから

も明らかである。30°S 以南の高緯度海域における分布状態や魚体組成に関する情報がまだ

乏しいので断定はできないが、インド洋におけるこの魚の分布構造は、おおむね太平洋の

それに対応するものといえそうである。 
 分布密度が東に大きく西に小さいことは、坂本が指摘しているように、太平洋の状態に

合致する。しかし、太平洋では全般的にみて高年魚の割合が西から東に向かって漸増する

のに、インド洋ではその逆の傾向的な変化を示すことは注目に値する。 
 低緯度海域における濃密分布が、70°E あたりを境として、西方では赤道以北に、東方

ではその以南に認められることの生物学的意義や海洋構造との関係は明らかでない。かよ

うな分布にみられる断層的な変化が、赤道太平洋の 150～160°E あたりに現われる同様な

変化と同様な意義をもつものであるか否かも明らかでない。 
 
 
D-3 大西洋域のメバチ 
 大西洋にメバチが分布することは古くから知られていた（Lowe, 1839）が、分布状態に

ついては殆どなにも知られていなかった。 
 相模丸 27（1956～1957 年）、東光丸（1956～1957 年）などによる調査を経て、1957 年

からは日本の延縄漁船による大西洋の漁場開拓がすすめられた。日本の延縄漁業進出の当

初には、操業はほとんど赤道海域に集中して行われたが、次第に高緯度海域に及び、近年

には、マグロ類の主要な分布域をおおむねカバーするようになっている。これによって、

魚種別の主分布域はかなり明らかにされたが、この方向に稼働する漁船の漁獲物は殆どす

べて海外基地に水揚げされるため、魚体組成に関する資料はきわめて乏しく、生態の過程

による生活領域の分離については、まだ知見が極めて貧弱である。 
 塩浜他（1965）は、初めて全大西洋的な規模でマグロ漁場の分布を論じ、以下のように 
述べている。 
 
イ）クロマグロ 
 主な分布域は 20°S～10°N、30～40°W の海域にみられ、漁期は 3～4 月と 9～11 月

に分けられる。3～4 月の漁場は、10°S を中心とするブラジル沿岸域に形成される。9～11
月には、まず 7°N、32°W 附近に魚群が現われるが、10 月の盛漁期に入ると、赤道の北

側の漁場とは別にブラジル沖合の 10°S、30°W 附近にも漁場が形成される。両漁場とも

11 月には著しく哀退するが、赤道以北の漁場の消滅が特に早い。見かけ上は、3～4 月には

南方に漁場が形成され、ときの経過につれて北方に移動し、9～11 月には反対に北方に漁場

が形成され、次第に南方に移るといえる。 
                                                   
27 神奈川県水産試験船。 



 
ロ）ビンナガ 
 ビンナガ漁場には、西インド諸島周辺水域に現われるものと、5～20°S に現われるもの

との 2 つがある。赤道水域では年間を通じて分布密度が低く、赤道によって分布が南北両

半球に二分されているようにみえる。このような分布の様相は、太平洋のそれとよく似た

ものである。分布密度がとくに高いのは南大西洋域で、とこに 10～2 月には、顕著な漁場

が形成される。10 月の漁場は 10°S 線を中心とした海域に出現し、盛漁期にあたる 11 月

から翌年１月にかけてはさらに南方に拡大される。北半球での釣獲率は夏季にあたる 5～8
月に西インド諸島の東方水域に高く、カリブ海では逆に 11～1 月にやや高くなる傾向があ

る。 
  
ハ）メバチ 
 メバチの分布は大西洋においても複雑である。北半球では漁場はキハダのそれに隣接し

てそのすぐ北側に形成され、分布の中心はアフリカ側（東側）にある。この漁場は 4 月頃

フリータウン沖から活況を呈しはじめ、その中心は 5～7 月にかけて北上し、10～20°N に

位置する。8 月になると漁場は南下の傾向を示し、10°S 附近に至って 9 月に衰退する。南

半球のメバチの漁場は、5～20°S、10°W、すなわちアンゴラの沿岸海域に形成され、7
～11 月の間、特に顕著となる。釣獲率は北半球におけるよりも南半球に高い。 
 
ニ）キハダ 
 キハダの分布の中心は、インド洋、太平洋と同様に赤道に近接した海域となっている。

漁場は、2～4 月に象牙海岸からギニア湾を経てアンゴラ沿岸に至る海域に形成され、5 月

以降には北上しながら西方に拡大される。8 月には最も北上し、10°N に達する。漁場は以

後南下期に入り、11～12 月には 0～10°N の海域に帯状となって現われる。この時期の漁

場は東西に著しく長く、アメリカ側ではカリブ海に、アフリカ側ではアンゴラ沿岸に達す

る。 
 
 大西洋におけるメバチの主要分布域は上述の如くであるが、それぞれ主要な分布域に分

布するものの生態上の意義はまだほとんどわかっていない。上柳（1966）はしかし、アン

ゴラ沖合（10～20°S）に出現する魚群は、太平洋の北部太平洋に分布するものに相当する

ものと想定している。論拠は示されていないが、この想定にしたがえば、アンゴラ沖合は

性的活性の低い索餌群の生活領域となる。 
 坂本（1967c）は、1962～1964 年の統計 28に基づき、大西洋におけるメバチの分布をあ

らまし以下のように述べている。 
 
                                                   
28 水産庁調査研究部、まぐろはえなわ漁業漁場別統計調査結果報告 



 
Ⅰ）釣獲率からみたメバチ分布の概観 
 
 第 92 図は大西洋におけるメバチの平年型の釣獲率の分布である。 
 
 第 92 図 大西洋におけるメバチの平年型釣獲率分布 
 Fig.92 Distribution of yearly average hook-rate for bigeye tuna in the Atlantic Ocean 
 
 
 第 92 図から、大まかにいってメバチの濃密分布域は、赤道を距てて南北大西洋にかなり

明瞭に分離して位置するものといえる。北大西洋では、20～30°N の範囲では分布密度が

低く、30°N 以北と、20°N 以南に濃密分布域がみられる。南大西洋では 10°W 以東の

10～30°S に特に分布密度が大きい。また、25°S 以南の南米沖合にも濃密分布域がみら

れる。南北両大西洋に共通してみられる特長は、濃密分布域がそれぞれ東側に偏っている

ことである。かような偏りは、すでに太平洋とインド洋にも認められたところである。 
 
 経度 10°毎に区分して各区画内の釣獲率を東西に比較すれば、第 93 図の如くである。 
 
第 93 図 大西洋におけるメバチの海域別の釣獲率 

Fig. 93 Longitudinal change in average hook-rate for bigeye tuna in the 
Atlantic Ocean 
 
 
 南米沖の 20～30°S の海域にも濃密分布域がみられるが、この方面からの資料が乏しく、

資料の誤差による可能性が考えられる。低緯度の 0～10°S の海域では、釣獲率にみられる

東高西低の傾向は、他の海域の如く著しいものではないし、0～10°N の海域では殆んど認

められない。 
 上柳（1966）は大西洋のメバチの分布構造について、“南大西洋の濃密分布域（アンゴラ

沖、10～20°S）は、既述のように北太平洋の濃密分布帯に相当するものと考えられる”と

述べている。しかし、南半球の濃密群よりも、北半球の温帯の魚群、すなわち 30°N 以北

に現われる濃密群の方が、漁場の位置からみて、北太平洋域の魚群の性格に近いものと思

われる。この研究では魚体の大きさや魚群の群成熟度は扱っていないので、魚群の構造に

ついては深く言及できないが、以下の点は一応考慮さるべきであろう。 
 “アンゴラ沖合の大陸に近いところは、水温の低いベンゲラ海流の北上するところであ

る。大洋の東側の寒流の影響をうける海域では小型魚の割合が大きくなることは、太平洋

（Kume and Joseph, 1966）、インド洋（坂本, 1967b）でもすでに指摘されている。このこ



とからすれば、上述の上柳の見解も、アンゴラ沖の海域、特にアフリカ大陸に近接したと

ころでは妥当性が大きいもののように思われる。しかし、寒流の影響を直接受ける海域を

外れると、太平洋やインド洋でみられたように、魚群は大型の性的活性の大きい個体から

成り立っている可能性が考えられるので、充分な検討が必要であろう。” 
 
Ⅱ）分布にみられる季節変化 
 
 経緯度各 5°の区画内における毎四半期の平均釣獲率を示せば、第 94 図となる。図は、

1962 年から 1964 年までの資料に基づいたものである。 
 
第 94 図 大西洋におけるメバチの釣獲率の季節変化 

Fig. 94 Seasonal change in the average hook-rate for bigeye tuna in the 
Atlantic Ocean 
 
 
 図から； 
１）第１四半期（1～3 月） 

 南半球の東側の低緯度から中緯度にわたって分布密度の大きい海域が認められる。ま

た、ブラジル南部沖合にも局部的な魚群の集積がみられる。北半球には資料が不充分で

詳細は明らかでないが、顕著な魚群の集積はみられないもののようである。 
２）第２四半期（4～6 月） 

 北半球では東部の中緯度海域にかなりの濃密分布域がみられる。南半球では、高釣獲

率を示す海区が散在し、他の季節のように明瞭な濃密分布域はみられない。 
３）第３四半期（7～9 月） 

 10～20°N の高釣獲率帯は、第 2四半期に比して、やや洋心部に移る傾向がみられる。

南半球ではアフリカ沿岸寄りの低緯度から中緯度にかけて濃密分布域が現われ、0°以東

の沿岸よりに分布密度が特に大きい。 
４）第４四半期（10～12 月） 

 北半球についてみると、第 3 四半期に低緯度海域に形成された濃密分布域が東方に拡

大される傾向を示している。これとは別に、30°N 以北にも若干の濃密分布域がみられ

る。南半球における状態は前期と大差ないが、濃密分布域が南方に拡大される傾向を示

している。 
 
 大西洋におけるメバチの分布構造に関する知見の現状は、あらまし以上の如くである。

魚体組成や生殖腺の熟度などそれぞれの海域に出現するものの生態的な意義を知る資料が

極めて乏しいため、生態の過程による生活領域の分離の問題は、いまのところ考察し得な



い状態である。 
 
 しかし、太平洋やインド洋で得られた知見から類推すれば； 

イ）30°N 以上の高緯度海域に分布するものは、坂本が上記に指摘しているように、   

北太平洋の高緯度海域に分布するものと同様に、若年魚を主とする性的活性の低い

ものであろう。 
ロ）アンゴラ沖合方面についてみると、濃密分布域が 30°S にも及び、東部太平洋や イ

ンド洋における分布状態とは著しく異なっている。そのため、上述の上柳の想定 に

も坂本の想定にも、それぞれ妥当性があってにわかにいずれとも断定はできない。 

しかし、この方面においても低緯度の海域に分布するものには産卵活動を行うもの 

があり得るものと想定して大きな誤りはなさそうに思われる。東部熱帯太平洋に 

分布するものの産卵活動が、ペルー海流や赤道湧昇の消長に密接な関係をもつこと 

が知られているから、この方面のものの産卵活動がベンゲラ海流の消長に密接に 

関係する可能性が考えられる。東部熱帯太平洋におけると同様に、アンゴラ沖合に 

おけるメバチの分布構造は地域的にも季節的にも複雑な様相を呈する可能性が 想

定される。 
 ハ）北大西洋の低緯度海域に現われる濃密分布域は、主として産卵群によって形成 さ

れるものであろう。 
 
 以上のように、大西洋におけるメバチの分布構造の問題は、挙げて将来の解明に待つ状

態にある。各海域に分布するものの魚体組成や生殖腺の熟度などに関する資料の充実が緊

急を要する問題といえよう。また南太西洋の高緯度海域における分布状態についても調査

を必要とするものと考えられる。 
 
 
 
E キハダ 
 
 既に述べたように（Ⅱ-2-1 参照）、暖流の影響下にある沿岸海域を除くと、キハダの 
濃密分布域はいずれの大洋でも熱帯海域となっていて、大部分のものが生涯を熱帯海域に 
過ごす為、生態の過程による生活領域の分離は、他のマグロ類のこれに比して著しく 
不明瞭となっている。 
 
 E-1 太平洋域のキハダ 
 
 上村・本間（1963）は、太平洋のマグロ延縄漁場におけるキハダの分布について、あら



まし以下のように総述している。 
 １）分布の概要 
 キハダは日本では主としてマグロ延縄によって漁獲されている。別に竿釣り、曳縄、 
巾着網、定置網などによっても漁獲されるが、竿釣りを除くと、漁場は日本本土のごく近

海に限られている。竿釣りの漁場はやや沖合に及んでいるが、その範囲は精々２０°N 
以北、１６０°E 以西の海域をカバーするに過ぎず、延縄のそれに比較すると、極めて 
狭いばかりでなく、キハダの分布の中心地帯から遠く距ったところに位置している。 
したがって中・西部太平洋におけるキハダの分布に関する知見は、POFI1による漁場 
調査の結果も含めて、ほとんど延縄操業の結果から得られている。しかし延縄漁法には 
次のような特有の選択性が存在する。すなわち延縄漁獲物の魚体組成をみると、第 
95 図にみられるように、100cm 以上の中・大型のものが主体となっていて、竿釣りの 
それが 100cm 以下の小型のもので占められているのとは著しく異なっていることである。 
このことは延縄が大・中型のものの漁獲に適した漁法で、これらの体形群を選択的に 
漁獲していることを明瞭に物語っている。したがって、延縄操業の資料から抽出される 
知見は、中・高年期のものに偏るという大きな制約がある（95 図） 
 
 第 95 図 延縄と竿釣漁獲物の魚体組成の比較 
 Fig.95 Comparison of the size composition of yelloefin tuna caught by longline and 
        Pole and line fishing 
 しかし、延縄漁業はキハダのみでなく、他のマグロ類及びカジキ類をも同時に対象と 
しているので、キハダの分布の薄いところからも資料が得られるという大きな利点が 
ある。現在における漁船の可動範囲は 40°N から 40°S に及び、東端は米大陸沿岸に 
達しているが、この範囲内でキハダが全く出現しないところはないといえる。しかし、 
多少とも産業上の意義が認められるのは、25°N から 30°S にいたる範囲で、赤道を 
中心とする熱帯海域が主漁場となっている。一方西端部にあたるフィリピン諸島と 
オーストラリア大陸に沿ったところでは、沖合に比して分布密度が全般的に大きく 
とくに、オーストラリア沿岸では分布密度の大きい海域が 30°S 前後まで伸びている 
（第 36 図参照） 
 第 36 図について、まず南北方向の釣獲率の分布をみると、いずれの海区においても 
赤道附近に最も高く、高緯度に移行するにつれて低下している。しかし、南北太平洋に 
おける低下の状態は決して対称的ではない。北太平洋では高緯度に向かって急低下して 
いるのに、南太平洋では長く裾をひいている。このことは魚群の分布が全体的に南太平洋 
に偏っていることを示す。 
 東西方面の変化をみると、150°～160°E の海区を除くと、南北太平洋とも同じ緯度の 
釣獲率は大同小異で、著しい差は認められない。しかし、赤道附近に現われるモードの 
位置を比較すると、経度により若干の喰い違いが認められる。即ち、東経に海区では 



いずれも南半球に位置しているのに対し、170°W 以東の海区では北半球に現われていて 
全般として西から東に向かって北方に移動する傾向がみられる。かような移行については 
すでに Murphy,Shomura1953b、薮田・行縄（1959）、上村・本間（1959）によって指摘 
されている。薮田・行縄はこのような経度差の他に、若干の季節的な南北移動も 
認められる。としている。150°～160°E の海区はオーストラリア東方沿岸海域に当たり 
この海域では沖合に比して釣獲率が高いことはすでに述べたところである。 
 以上のように、中・西部太平洋では、キハダの分布密度は赤道附近に最も大きく 
なっているが、東部太平洋では第 65 図にみられるように、ほぼ赤道に沿って分布の谷が 
現われる。この谷の出現は、150°W 附近では殆んどみられないが、東方に移るにつれて 
次第に顕著となり、漁場の東端部においてはほぼ赤道を中心として魚群分布を叉状に 
分離する形となっている。このような分布の様相の変化とは別に、魚群密度も中・西部 
太平洋に比して幾分低下する気配がうかがわれるようであるが（Murphy,Shomura,1955; 
King,Hida,1957）、現状では資料が不充分で詳細は論じて得ない。 
 延縄漁場におけるキハダの分布は以上のように、部分的にはかなり錯雑しているが、 
全般を通ずると概して単調であり、南北方向にも東西方向にも顕著な断層的変化は認め 
られない。このことは同じ延縄漁場におけるビンナガやメバチの分布が、中心を異に 
するいくつかの部分に分離しているのとは異なったものでありキハダの分布を大きく 
特長づけるものといえる。 
 2）環境との関連 
 中村（1954）は、太平洋のマグロ延縄漁場におけるマグロ・カジキ類の分布と 
海流系との関係を調べ、魚種によっても成長（生態）の過説によっても、海流系別に 
分布の中心を異にしている事実を指摘するとともに、その結果に基づいて、各海流の 
流域はマグロ・カジキ類にとってそれぞれ性格の異なった生活圏、つまり生活領域と 
なっている。との想定を下している。分布と海流系との関連は、その後広くインド洋 
（三村、1959）、大西洋（中村・上村、1958）においても見出され、その普過性が立記 
されつつあるが、太平洋域のキハダについて述べれば以下の如くである。 
 第 96 図は中・西部太平洋におけるキハダとマグロ類中ではキハダに最も近い習性を 
もつと考えられているメバチの分布とを対比させたものである。 
 
 第 96 図 中西部太平洋の 3 経度帯におけるキハダとメバチの釣獲率の比較 
 Fig.96 Comparoson of the hook-rate for yellowfin tuna and bigeye tuna in three 
        Longitudinal zones in the western and central pacific ocean 
 
 第 96 図から一見して明らかなように、両魚種の分布状態には、中心帯の分離も含めて 
全体的に顕著なくいちがいがみられる。このくいちがいを海流系と対応させると 
（第 97 図）、ほぼ赤道反流を境として、キハダは南赤道流々域に、メバチは北赤道流々域



に大きく偏在し、両魚種の主分布域がこれら２つの海流域に分離された状態となっている 
ことがわかる。 
 
 第 97 図 中・西部太平洋における主要海流の位置（Murphy,Otsu,1954） 
 Fig,97   Location of the major currents in the western and central Pacific(after 
Murphy and Otsu(1954)) 
 
 このような事実は、二つの海流域がそれぞれ異なった環境のパターンにわかれている 
ことを示唆するもので、したがって、中・西部太平洋におけるキハダの分布が南太平洋に 
偏っているのは、パターンの一つである南赤道流域への適応に起因していると解される 
わけである。分布と海流域との関連は、現在のところまだ現象の認識に止まっているが、 
中村・山中（1959）、山中・安楽（1959,1961）の研究により、海流域から水塊構造へと 
発展をみている。 
 一方、Cromwell（1953）,Murphy,Shomura（1953a,b,1955）は、中部赤道海域におけ

る 
キハダの集中分布と、赤道に沿って発生する湧昇との間に対応が認められることを指摘 
するとともに、その因果関係について、湧昇によって中層の栄養水が表層に押上げられ 
ることにより、プランクトンの増殖が促進され、それが次々に高次の捕食魚類の集中を 
もたらす原因となる。と説明している。かような見地から Cromwell は、この方面で 
卓越する南東貿易風と湧昇に伴う中層水の発散、収斂の機構を考慮し、その結果から 
プランクトンの分布が赤道の比例に偏る可能性を論じている。また Murphy ,Shomura 
（1953b）は、キハダの分布の中心地帯が、中部太平洋から南部太平洋にかけて漸次南方に 
移行する事実をみとめ、その原因として、貿易風が南東方面から北東方向に変わることと 
関連があろうと推定している。その後 Sette（1955）は、これらの想定を理論的に体系づけ

る 
一方、この理論を熱帯、亜熱帯域におけるマグロ類の集中分布に関する一般法則にまで 
発展させ、湧昇も含めた Oceanic circulatory system がマグロ類の分布の重要な決定要因 
になっている。との仮説を提起している。しかし、King,Hida（1957）の動物プランクト

ン 
量の分布に関する研究によると、中部赤道海域におけるキハダの分布に関して Sette の 
仮説を裏付ける結果がみられるが、メバチの分布に関して否定的となっている。 
また、King,Ikehara（1956）は、キハダとメバチの分布域の分離について、食性の面から 
原因の追及を試みているが、その可能性を示唆するような手掛かりは全く得られなかった 
と述べている。さらに、東部赤道海域においては後述のように、中・西部におけるとは 
反対に、湧昇が赤道附近におけるキハダの集中をさまたげている。このように Sette に 
よって提起された仮説は、中部赤道海域におけるキハダの集中現象には適合するとしても 



適用の範囲には明らかに限界が存在している。 
 以上に述べたように、中村及び Sette の仮説は発想と普遍性において重要な相違が 
みられるが、海況とくに水温との直接的な関連を問題としていない点では一致している。 
中村（1951）はマグロ類の分布と水温の関係について“マグロ類はむしろ広温性 
（Eurythermal）と考えるべきであり、耐え得る温度の上下の限界に接するような温度の 
海域では、温度が分布の制約要因となろう。しかし常時彼らの棲息に好的な温度となって 
いる海域では、温度が漁場の形成や漁期に支配的は要因となるものとは考えられぬと 
述べている。Sette もまた中部赤道海域におけるキハダの分布に関して、上記の中村の 
見解とほぼ同様な見解を述べている。このように、中・西部赤道海域においては、分布の 
制約要因としての水温の意義は問題にされていないが、東部赤道太平洋域においては、第 
65 図にみられるように、分布と冷水帯との間に直接的な対応関係が認められ、中・西部 
太平洋におけるとは異なった対照をみせている。これはこの方面における冷水帯の発達に 
よるもので、冷水帯の季節的消長に対応して、マグロ類の分布の様相も著しい変化を 
示しており、薮田・行縄（1959）が指摘しているように、キハダとメバチの分布域の 
分離も不明瞭となっている。また、King,Hida（1957）は動物プランクトンの量の分布と 
キハダのそれとが大きく喰いちがうことを指摘している。山中・安楽（来発表）は、 
冷水帯が水型（Wa,ter type）によって特長づけられることを認めており、マグロ類の 
分布との関連も水温と並んで Water type の相違も重視すべきであろうと述べている 
ことは注目に値する。この方面の海況が、中・西部太平洋のそれと著しく異なっている 
ことは、赤道太平洋域におけるキハダの分布と環境との関連を考察するに当たたり考慮 
すべき重要な点であろう。 
 
 ３）季節変化 
 季節変化は概して小さく、分布の地域的特性を著しく変えるほどの変化は認められぬ 
ものといえよう（第 98 図 a~d） 
 
 第 98 図 太平洋におけるキハダの魚体別の分布 
     a,4~6 月 b、7～9 月 c、10～12 月 d､1～3 月 
 Fig,98 Distripution of hook-rate for yellowfin tuna of various sizu classes in the 
    Pacific Ocean a,April~June b,July~September c,October~December 
d,Jannary~March 
 原則として、低緯度海域ほど分布にみられる季節変化は不明瞭で、高緯度海域に 
移行するにつれて明瞭となる傾向があるが、その状態を既往の知見にみると、あらまし 
以下の如くである。 
 中村（1951）は、小笠原列島近海で 5～7 月頃と、11～12 月頃に釣獲率にピークが 
現われることを指摘し、この季節変化は春から夏にかけての魚群の北上回遊と、秋から 



冬にかけての南下移動によるものと想定している。薮田・行縄（1954）、上柳・渡辺 
（1959）も同様な魚群の季節移動を認めている。Moore（1951）は、ハワイ近海における 
キハダの盛漁期は夏季である、と述べている。上村・本間（1959）は中・西部太平洋の 
10°～20°S の海域における釣獲率の季節変動について１２～３月と５～６月にピークが 
あらわれることを指摘し、前者は南半球の春～夏季に行われる魚群の南下移動により、 
後者は秋～冬季の魚群の北上移動によるものとしている（第 99 図）さらに須田（1956）が、

放射能に汚染されたキハダの地域的、季節的の出現状況を調べた結果(1)でも、上述の 
ような南北移動を裏付ける事実がみとめられている。 
  
 第 99 図 中・西部太平洋の 10°～20°S におけるキハダの釣獲率の季節変動 
 Fig,99 Seasonal variation in the hook-rate for yellowfin tuna in the centoral and 
        Western Pacific between latitude 10°S and 20°S 
 
 以上のように、中緯度海域における分布状態の季節変化は比較的単純で、太陽の位置に 
対応したものとなっているが、分布の中心地帯に当たる赤道海域では、東部太平洋を除く

と 
極めて錯雑した結果が得られている。 
 中村（1951）は、第２次大戦前に行われた調査船並びに練習船の操業資料に基づいて、 
0°～10°N、150°～160°E における釣獲率の季節変化を調べ、5～6 月に最高に達する 
と述べ、また、パラオ近海（7°～8°N、133°～135°E）では、5 月と 12 月にピークが 
みられるとしている。1950 年と 1951 年に行われた母船式操業の結果から、Murphy  
Otsu（1954）は、1°～5°N、135°～170°E の海域では、真夏と真冬にそれぞれピーク

が 
みられるとしており、これは中村のパラオ近海における状況にほぼ一致している。 
中込（1958）は、0°～5°N、140°～160°E における変化について、晩春に釣獲率が 
最も高く、周期に最も低下すると述べており、最高を示す時期は中村および Murphy,Otsu 
によって指摘されたピークの一つに対応しているが、もう一つのピークの存在については 
言及していない。 
Shomura・Murphy（1955）は、中部太平洋では釣獲率の季節変化が経度によって異なる 
とし、ライン諸島近海（０°～５°N、１５０°～１５５°W）では、8～9 月に、 
それより以西の海域では５～６月に、以東の海域では２～３月に最高を示すと述べている。 
しかし、ライン諸島海域では、1951～1953 年の状態と 1954 年の状態は著しく異なり、 
1954 年の釣獲率の最高は 2 月に認められた。と記されている。 
（Iverden,Yoshida,1956）。薮田・行縄（1958,1959）は、160°W 以西における年別 
および月別の釣獲率を求め、それに基づいて、釣獲率の最高となる時期は経度によって 
異なり、西方の海域では 11～2 月頃、東方の海域では 4～7 月となっていて、西方から 



東方に向かって次第におくれる傾向がみられると述べている。 
 以上のように、既往の知見には多くの喰いちがいがみられ、これらの知見から論理的 
なものを導くことは不可能である。しかし、釣獲率の季節変化に二つのピーク、つまり 
二つの周期を認めている中村及び Murphy・Otsu の見解は、前述の魚群の南北移動との 
間に対応関係が成立する点で一応注目に値する。この変化に関しては、中込の結果も 
本質的に対立するものではなく、また、薮田・行縄も、年を無視して季節変化を求めると 
二つのピークが現われる傾向がある。としておりその」時期も中村および Murphy・ 
Otsu のそれにほぼ対応している。しかし、ピークの分離は必ずしも明瞭でなく、とくに 
西経の海域では二つの周期を積極的に示唆する傾向は認められない。したがって、仮に 
中村および Murphy・Otsu の見解が正しいとしても、それは西部太平洋に特有な現象で、 
中部太平洋とは変動の周期が基本的に異なっている可能性も考えられる。 
 このような変動の周期とは別に、薮田・行縄によって指摘された経度による季節変化の 
時間的なズレも一考に値する。このズレについては、薮田・行縄の研究がかなり充実した 
資料に基づいていること、さらに Shomura・Murphy（1955）の結果も部分的ではあるが、 
ある程度の裏付けとなっていることなどから判断すると、その可能性は充分に考えられる。 
この現象は魚群の西方から東方への移動を暗示するものであり、後述するように、西部 
太平洋の魚群が成長に伴って東方の海域に移動することを考え合せると、両者の間に 
何等かの関連があるのかも知れない。 
 しかしながら、いずれにしても季節変化はかなり漠然としたものらしく、その発現は 
年によって変動制に富むもののように見受けられる。このことは Shomura・Murphy 
（1955）と Iversen・Yoshida（1956）の結果の喰い違いにもあらわれており、また薮田・ 
行縄の結果からも容易に推察される。 
 東部太平洋の漁場をみると、第 65 図に示されたように、ほぼ赤道に沿って東方から 
西方に舌状に現われる冷水帯の季節的消長に対応したキハダの分布の季節変化がみとめら

れる（薮田・行縄 1959）。図に 
示された表層水温と釣獲率の分布は、それぞれ異なった年の資料に基づいているので、 
細部については言及し得ないが、大まかには次のような関連が指摘されよう。まず 
表層水温の分布から冷水帯の季節的消長をみると、4～6 月から 10～12 月にかけて発達し 
10～12 月から 4～6 月にかけて衰退する傾向が明らかである。この変化とキハダの分布の 
季節変化とを対応させると、冷水帯の最も衰退する 4～6 月には、赤道附近の魚群分布域 
の分離は極めて不明瞭で、ほぼ連続した状態となっている。しかし、冷水帯が最も発達 
する 10～12 月には、魚の分布域は赤道を距てて叉状に大きく分離し、その部分に冷水帯 
が楔状に進出した形となっている。つまり、冷水帯の発達が、赤道附近への魚群の集中の 
妨げとなっているものといえよう。このような変化とは別に、北緯と南緯の海域における 
魚群の分布状態を比較すると、次のような興味ある対照がみられる。すなわち、北緯の 
側では冷水帯の衰退期に当たる 4～6 月に魚群の分布密度が最高となるのに対して、南緯の 



側では発達期に当たる 10～12 月に最も高く、両海域における季節変化は、ほぼ完全に 
半年の喰いちがいを示している。しかし、今のところ、この喰いちがいと冷水帯の 
消長との関連機構については、言及し得るほどの知見はない。また、この喰いちがいが 
魚群の直接的な南北移動を意味するものか否かについても、より広い視野からの検討を 
必要とするもののように考えられる。 
 
 ４）魚体別の分布 
 魚体別の分布に関する概要は第 49 図に示された如くである。第 98 図の魚体別の 
釣獲率は、1954 年 4 月から 1959 年 3 月までに主として業船の操業結果に基づいて算出 
されたものである。その値については後述のような問題があるが、魚体別の分布状態 
には周年を通じておよそ次のような地域差が指摘される。 
 イ）120cm 以下の小型群は漁場の西端部にあたるニューギニア・ソロモン群島近海を 
   中心に最も濃密に分布している」。 
 ロ）これに対して 141cm 以上の大型群は、小型群とは対照的に西経の海域に大きく 
   偏って分布している。 
 ハ）120～140cm の中型群は、広い範囲にわたって分散的に分布し、著しい地域的な 
   偏りは認められないが、性格的には小型群と大型群との中間的な分布型を示して 
   いる。 
 このように魚体別の分布状態には、東西方向に顕著な地域差が認められ、成長に伴って 
分布の重心が西方から東方に移行することを示している。 
 しかし、第 98 図に示されたところには以下のような吟味を要する問題がある。既に 
述べたように、延縄漁法には小型魚の漁獲には適さない選択性がある。第 98 図に小型魚 
の出現が中・大型魚の出現に比して全般的に小さく現われているのは、主としてこの 
撰択性によるものと考えられる。しかし、漁法の撰択性はすべての海域に共通する性格の 
ものである。したがって、地域差を問題にする限り格別に考慮すべき重要性は認め 
られないが、次の二点は地域的に異なった効果を及ぼす点で重要な意義をもっている。 
１）操業点の地域的な偏りによる影響 
 キハダは若年期には一般に陸地もしくは島峡の近海に集中的に分布する傾向が強いもの 
と知られている（Murphy・Ikehara（1955）,Shomura・Murphy（1957）,川崎（1958,1960））。 
この傾向は成長に伴って次第にうすれるが、延縄漁獲物の小型群の段階ではまだかなり 
顕著に認められる（第 100～102 図）。したがって、大陸に接した海域もしくは島峡を 
含む海域では、操業点の陸地からの距離に対応して異なった漁獲物の魚体組成が得られる 
ことになる。第 98 図はかような局断的な差異を無視したものであるから、とくに小型群 
の値については、操業点の地域的な偏りを加味した吟味の必要がある。いまのところ、 
この問題について詳しくは言及し得ないが、第 97 図は、中部および東部太平洋における 
小型魚の分布量が、西部太平洋における小型魚のそれよりも過少に推定されている可能性 



を示すものとして、一応注目に値する。しかし、Line jslands 近海における調査によると 
（Shomura・Murphy,1955,第 100 図；Iversen,Yoshida,1957）、小型魚の分布密度の高い 
範囲は比較的狭い海域（精々距岸 800 カイリ）に限られていることが認められている。 
また Iversen・Yoshida は同諸島近海における小型群の分布量が、沖合の隣接海域に 
分布する大型群の種補給源となるほどのものとは考え難い、と述べている。Murphy・ 
Ikehana は中部太平洋のおよそ 180°～110°W、30°N～15°S の海域における浮上群 
の分布を観察し、これらの群は延縄の対象となり得ない小型群であるが、出現頻度は概 
して小さく、とくに沖合海域には小さいことを報告している。これらのことを併せて 
考えると、たとえ過少に推定されている可能性があるとしても、その程度はあまり大きい 
ものとは考え難く第 98 図の小型魚の分布の様相を著しく変えるほどのものではないと 
考えて大きな誤りはなさそうに思われる。 
 
 第 100 図 陸地からの距離によるキハダの漁体組成（Shomura,Murphy,1955 による） 
 Fig100 Size distribution of yellowfin tuna with distance zrom land 

（after Shomura,Murphy,1955） 
 
第 101 図 Marbuesas 群島近海と外洋中におけるキハダの魚体組成 
Fig,101 Size distribution of yellowfin tuna in the adjacent water of Marguesas Island 

and in an open-sea area 
 
 第 102 図 オーストラリアから距離によるキハダの魚体組成 
 Fig,102 Sizu distribution of yellofin tuna to the east of Australia with distance from 
land 
 
 ２）漁獲の影響 
 
 この問題については、まだ結論的なものはない。西部太平洋においては、漁場開発 
当初に比して多少小型化の傾向が認められるようである。しかし、このような傾向が 
漁獲の影響によるものか否かについては、まだ充分な検討が行われていない。 
いずれにしても、漁獲の影響が魚体組成にみられる地域差の主な原因であり得ない 
ことは、漁獲の洗礼を受けていない小型群に顕著な地域差が認められること、大型群の 
卓越する東方の海域に小型群が極めて少ない、などのことからも容易に推察される。 
 熱帯太平洋の延縄漁場におけるキハダの分に関する上村・本間の上述の見解には 
概括的にはおおむね妥当たと思われる。しかし、資料が緯度 4°経度 5°というかなり 
大きい区画でまとめられているため、海洋構造との関係については、ほとんど論及 
されていない。延縄漁場からの魚体組成に関する情報から主要なものをとりあげ、その 



概要を示すと以下の如くである。 
 中村（1951）はフィリピン群島東方沖合の延縄漁場調査（1937 年 6～9 月台湾総督在 
水産試験場が行ったもの）かた得られたところに基づき、 
 イ）漁獲物の主体は、体重 35～40kg のものであり、8～11kg にも別にモードがみられ 
   平均体重は約 33kg であること 
 ロ）この平均体重が東方につづく赤道海域で獲れるものの平均体重にほぼ一致する 
   ことは、これらの海域に分布するものが同一集団に属することを示唆するもので 
   あること。 
などを述べ、同時に 
 ハ）赤道反流域と北赤道流域では釣獲率に著しい差異がみられることを示し、これらの 
   海域は異質の漁場である。 
と想定している。 
 薮田・上柳（1953）は 
 Ａ）2°～6°N、158°～163°E；７月 
 Ｂ）3°～6°N、164°～169°E；８月 
 Ｃ）1°～3°N、165°～168°E；９月 
の各海域における漁獲物の魚体組成を調べ 
 イ）Ａ）では尾叉長 131cm に著しいモードが現われ、140cm 附近にもモードらしいもの 

が認められるが前者の割合が圧倒的に多い。 
 ロ）Ｂ）ではモードの位置はＡ）の場合と同様であるが、魚体の大きいものの割合が 

増大する 
 ハ）Ｃ）ではモードが 133cm と 142cm にみられ、これらのモード群の割合はほぼ相匹

敵 
   する。 
 ニ）赤道海域では西から東にむかって次第に大型魚の割合が増加し、また同じ経度の 
   海域では南側ほど魚体が大きくなる傾向がみられる。しかし、160°～170°E の 
   海域では、北部に島峡や礁が多いから小型魚が北部に多いことは、かような地形と 
   関係があるかも知れない。 
と述べている。これらの見解は、上村・本間の述べているところとおおむね一致している。 
 薮田・行縄（1957a）は、150°E 以西の赤道太平洋におけるキハダの体長組成の 
季節変化について 
 イ）北赤道流域（8°～12°N） 
   10～3 月（北東風季）には、90cm と 123cm にモードをもつ群が認められる。 
   9～10 月頃を転機として、4～9 月（南西風季）に優勢を示した 130cm 以上の 
   体長群が減少する。年によって多少の変動はあっても、この海域における体長 
   組成の季節変化は、上記とはほぼ一致する。 



 ロ）赤道反流域（2°～8°N） 
   この海域における体長組成の季節変化は、北赤道流域にみられたところと多くの 
   点で一致している。10～3 月についてみると、120cm 附近は明瞭に、90cm 附近に 
   鈍いモードが現われる。4～9 月には 100cm と 127cm 附近にモードが現われ、 
   前者の割合が大きくなり、両群の割合がほぼ匹敵する年が多い。9～10 月を特機と 
   して、それ以前にみられた 13cm 附近にモードをもつ群は激減する。 
 ハ）南赤道流域（2°N～2°S） 
   資料が乏しく詳細は論議できないが、4～9 月には 113cm と 125cm 附近にモードが 
   みられるもののようである。10～3 月には 120cm 附近にモードがみられる。 
   この海域には周年大型魚の割合が大きく、体長組成の季節変化は不明瞭である。 
 
 イ）～ハ）に述べたところを要約すると、体長組成の季節変化には、成長に伴うものと 
魚群の移動によるものとの二つの場合が考えられる。3～4 月を特機として 100cm 以下の 
小型群がこれらの海域に添加され 9～10 月を特機に 130cm 群が消失する。海流域別に 
みると 
 ⅰ）北赤道流域中には、他の海域に比して小型群の割合が大きく、体長組成の季節変化 
   は明瞭である。 
 ⅱ）赤道反流域における体長組成は、北赤道流域のものとは若干異なるが、その季節 
   変化は明瞭であり、ほぼ北赤道流域の状況に一致する。 
 ⅲ）南赤道流域では大型群が多く、魚体組成の季節変化は不明瞭である。 
 Ⅳ）以上のように海流の流域によって魚体組成とその季節変化の様相が異なることは 
   これらの海流域がそれぞれ異なった生活環境となっていることを示す。 
 Ⅴ）北赤道流域と赤道反流域における魚体組成やその季節変化の様相がよく類似して 
   いることは、これらの両海域がキハダの生活環境として似通った性格のものである 
   ことを示唆し、南赤道流域とは異なった性格のものであることを示す。 
と述べている。 
 日本近海で、竿釣りと延縄で獲れるものの魚体組成の季節変化から、薮田・行縄（1957b） 
は、この魚の成長について考察し； 
 イ）竿釣りでは延縄よりも小型魚を獲っていること 
 ロ）毎年の魚体組成にみられるモードの体長は、同じ季節にはほぼ一定していること。 
 ハ）魚体組成にみられるモードの位置は時日の経過に伴って連続的に大きい方に移行 
   するが、この移行は成長によるものと考えられること。 
などを述べている。 
 １９５０年７月に第一大洋丸（三重県水産試験船）と同年８月に天鷹丸（水産庁調査船） 
によって、145°～150°E の海域で行われた延縄漁場調査と同じ期間に同じ方面の海域で 
業船によって漁獲されたものの魚体組成から、薮田・行縄（1957c）は、緯度別の 



魚体組成を比較し（103 図） 
 イ）南赤道流域では 125～130cm あたりにモードをもつ魚群が主群となっていること 
 ロ）赤道反流域では、105～110cm と 125～130cm にモードをもつ２群が主体となって 
   いること 
 ハ）北赤道流と赤道反流の潮境附近では、125～130cm にモードをもつ群が主体と 
   なっているが、大型魚（130cm 以上）や小型魚（100cm 以下）の割合が多い場合が 
   あり、魚体組成は複雑であること。 
などと述べている 
 
 第 103 図 キハダの経度別体長組成（140°～150°E、7～8 月） 
 Fig,103 Length freguency distribution of yellowfin tuna by latitude  

（july~august,140~150E） 
 
 北太平洋の中緯度海域（およそ 18°～28°N の範囲）におけるキハダ分布と魚体組成に

ついて、上柳・渡辺（1959）は、この範囲の海域で多少ともキハダが漁獲対象となる 
のは、およそ 155°E 以西の海域であるとし、あらまし以下のように述べている。 
 1）漁況と魚体の季節変化 
 釣獲率には西高東低の傾向がみられ、小笠原列島線を境に、西側と東側ではかなりの 
差がみられる。 
 季節によって漁場に範囲に差異があるが、沖ノ島周辺の海域では、137°E 以東の海域に 
比して、周年かなり高い釣獲率を示している。その季節変化をみると、5 月以降には 
上昇し、9～11 月に最も多獲１％内外となる。そのあとは次第に低下し、2～4 月には 
0.4～0.5％となる。春夏季は魚群の北上期、秋冬季は南下期と考えられるが、魚群が 
南下期に入る初期に釣獲率が大きく、北上期にうつる特機に最低となっている。 
 137°～145°E の小笠原域では、沖ノ島海域に比して、釣獲率は全般的に小さいが 
その季節変化には同様な傾向がみられ、このような傾向は 145°E 以東の海域においても 
認められる。 
 魚体組成にも釣獲率と同様に海域差が明らかに認められる。沖ノ島海域では、130cm 
（37.5kg）級が周年出現し、冬季には 70cm（5kg）級群、夏季には 103cm（18kg）級群 
が混獲される。小笠原列島以東の海域では、季節変化が著しく 11～12 月に漁獲される 
130cm 級群は、ときがたつにつれて漸減し、それに伴って小型群が増加の傾向を示し、 
2 月以降には小型群が大型群凌駕する。この小型群のモードの月による大型への移行は 
著しく、6 月頃には 115cm（26kg）級群が主群となる。 
 以上のような魚体組成の季節変化は次のようなことを示唆する。 
 イ）大型群 
 沖ノ鳥島漁場と小笠原海域以東の漁場における大型群の魚体組成にみられる相違は 



両者の漁場形成状況の相違を反映したものと考えられる。即ち沖ノ鳥島海域で 130cm 級が 
周年漁獲されることは、この漁場が 10 月以降月を追って南方に伸び、1～3 月頃には 
パラオ近海に連なり、さらに 4 月頃からフィリピン群島沿いに北上する漁場が 5～6 月 
には、フィリピン・台湾東方海域から沖ノ鳥島海域に連っているという漁場形成状況に 
由来するものである。小笠原以東の海域で 12 月以降に 13cm 級群が著減することは、この 
海域からの南下逸散が著しく、そのため沖ノ鳥島海域のように、南下魚群による漁場形成

がみられないことを反映するものと考えられる。 
 ロ）小型群 
 沖ノ鳥島海域でも冬季に 70cm 級群が漁獲されるが、小笠原列島以東の海域ほどには 
多くない。小笠原列島以東の海域では、冬季に大型群が減少するに伴い、小型群の出現が 
顕著となり、成長を反映してときの経過に伴って小型群から中型群となり、著しく大型化 
する。このような現象については、小型群の補給関係の地域的なちがいが考えられる。 
 まず小笠原列島以東の海域の小型群の魚体組成にみられる季節変化の内容であるが、 
そのうちには、魚体の成長も大きな要素として含まれることが当た然考えられる。しかし 
それだけではなく、この海域に魚群が漸次新しく添加されることを反映したものと考え 
られる。この海域の南につづく北赤道流主流域（8°～12°N）では、10～3 月に小型群の 
漁獲が多い。小笠原列島東方海域に出現する小型群は、上述の北赤道流主流域から北上 
したものと考えられる。また春～夏季に竿釣り漁業の対象として中緯度海域に出現する 
魚群は、冬季に延縄対象群として 1 月以降に顕著となる小型群に成長するもののように 
考えられる。 
 沖ノ鳥島海域における小型群の補給は、小笠原列島以東の海域に比して少ないものの 
ように考えられる 
 以上のように大型群についても小型群についても、沖ノ鳥島海域と小笠原列島以東の 
海域とではかなり著しい相違がみられる。このことはしかし、両者が全く独立的なもので 
あるということではなく、西方から東方への移行が、小笠原海域でかなり段階的に異って 
いることを示すものと考えられる。 
 
 ２）漁況と魚体組成の経年変化 
 月別、年別の平均釣獲率は、全海域を通じて、著しい変動は認められない。 
 魚体組成の経年変化を海域別・季節別にみると 
 イ）沖ノ鳥島海域 
 毎年ほぼ同様な魚体組成を示すが、このような状態は、夏季においてとくに明瞭である。 
ただし、1954 年以降には、冬季に小型群の割合が増加しているが、かような現象は、 
北赤道流主流域においても同様に認められている。（第 104 図） 
 
 第 104 図 沖ノ鳥島海域におけるキハダの魚体組成 



 Fig,104Length freqrency distribution of the yellowfin tna in the seas adjacent to” 
Okinotorishima” 
 
 ロ）小笠原列島海域 
 年による変動は殆ど認められないが、前期の海域の場合と同様に、1954 年以降には 
冬季に小型群の出現が顕著となっている。 
 
 ハ）マーカス島海域 
 1954 年 1～3 月には 100cm 級のものが優勢であったが、1965 年には 95cm 級、 
1956 年には 90cm 級と主群が次第に小型化している。 
 北西太平洋の中緯度海域のキハダに関する知見の概要は以上の如くである。 
小笠原・マリアナ列島に沿って行われる活餌漁業と沖ノ鳥島海域の延縄漁業を除くと 
この海域はマグロ漁業としては生産性の極めて低いところである。そのため出漁船が 
極めて少なく、マグロ・カジキ類の分布に関する情報も甚だ乏しいところである。しかし 
上柳・渡辺の上記の記述からも明らかなように、分布の様相は夏季と冬季で著しく 
異なり、この相違は、若年魚の新たな添加と 130cm 級群の逸散によることは明らかと 
いえよう。若年魚の添加が春～夏季に、130cm 級群の逸散が秋～冬季に行われることは 
上記の如くである。上柳・渡辺は、小笠原列島線の東西における釣獲率の差異や魚群の 
移動の変化にみられる相違などをあまり重視していないが、これらの差異は、両海域が 
漁場としてはかなり性格を異にすることを示唆するものと思われる。 
 Tester・Nakamura（1957）は、ハワイ近海における曳縄漁獲物の魚体組成を第 105 図

のように示し、体長範囲は 29～72cm であろうと述べている。 
 
 第 105 図 キハダの月別体重組成（ハワイ近海・曳縄 1951～1956） 
 Fig,105 Weight composition of yellowfin tuna (off Oafu,Hwaii,1951 
~1956) 
 
 
 図のようにモードの体重は、6 月の 5～6 ポンドから 11 月の 10 ポンドへと動いている。 
このようなモードの移動は Tester（1952）が蓄養によって観察したこの魚の成長（1951 年 
7 月 2 日に餌づけされた約 5 ポンドの個体が、1952 年 1 月 13 日に死んだときには約 
11 ポンドとなっていた）によく一致することから、成長によるものと考えられている。 
 体長 30cm 内外のものが漁獲対象となって漁場に出現することは注目に値する。 
 ハワイ近海で延縄で漁獲されるものの体重組成は Iversen（1956）によって第 106 図の 
ように示されている。 
  



 第 106 図 キハダの体重組成（ハワイ近海・延縄漁獲物） 
 Fig,106  Weight-frequency distribution of yellowfin tuna caught by longline in 
Hwaiisn waters 
 図は、♂と♀とでは体重組成が著しく異なり、♀では 120 ポンド級が多く、♂では 
130 ポンドと 180 ポンドあたりにモードがみられるが、いずれも極めて大型に属する。 
 北太平洋のさらに高緯度の海域におけるキハダの分布に関する知見は、ほとんど日本 
近海にのみ限られている。 
 主として伊豆・小笠原諸島と高鵬礁（高知県水産試験船鷹鵬丸によって発見された 
もので位置は 26°N、135°E）周辺で竿釣りや曳縄で漁獲されるものの体長組成は 
第 107 図の如くである（薮田・行縄、1957b）。 
 
 第 107 図 キハダ（竿釣り漁獲物）の月別体長組成（20°～36°N；135°～145°E） 
 Fig,107 Monthly length freguency distribution of yellowfin tuna by pole and line 
         （20°～36°N；135°～145°N） 
 
 図に基づいて著者等は 
 イ）主対象となる A,A’両軍の出現状況の年による変動は小さい 
 ロ）両軍にみられるモードの季節による移行は、成長によるものと考えられる。 
 ハ）B,B’の両群は、前年の A 群の成長したものと考えられる。 
と述べている。 
 日本近海で延縄によって漁獲されるものの魚体組成は、第 108 図の如くである。 
 （薮田・行縄、1957b） 
 
 第 108 図 キハダ（延縄漁獲物）の体長組成（日本近海） 
 Fig,108 Monthly length frezency distribution of yellowfin tuna by longline 
         （Seas adjacent to Japan） 
 
 図のように、A,B,C の三つのモード群がみられるが、A,B 両群が主体となっている。 
図にみられる各モードの季節移動は、第 107 図の場合と同様に、成長に伴うものと 
考えられている。 
 Kawasaki（1958）,川崎（1960）は、主として三陸沖合で竿釣り、旋網および延縄など

で 
漁獲されるマグロ類について、漁場形成と海洋構造との関係、および、それらの知見から 
導かれるマグロ類の生態の比較などを、あらまし以下のように述べている。 
 
 １.マグロ類の漁場と海洋構造 



 １９５９年６月に 140°E 以東の東北海区で漁獲されたマグロ類の漁獲位置と、 
５・６月の 100m 層等温線は第 109 図 A~D の如くである。 
 
 
 第 109 図 マグロ類の漁獲位置と 100m 層等温線（1959 年 6 月） 
 Fig,109 Locations where tunas were caught and the isothermal line at 100matrarum 
 
 A）クロマグロ（第 109 図 A） 
 第 109 図 A に示されたように、クロマグロの施網漁場は 36°N、141°30‘E から 
38°20‘N、144°E にかけて二次黒潮前線上に形成され、延縄漁場は主として 
38°～39°N、144°～146°30‘E の暖水塊の内部に形成されている。 
 旋網漁獲物の体重範囲は 3.9kg から 180kg に及んでいるが、漁獲水域と魚体の間には 
関連性が認められない。延縄漁獲物は 50kg 以上の大型魚のみで、体重範囲は狭い。 
旋網と延縄の漁獲物を比較すると、延縄では旋網の漁獲物の最も大きい体重群だけが 
漁獲されている。しかし、この差異は漁具の選択性によるものとは考えられない。 
 B）ビンナガ（第 109 図 B） 
 ビンナガは、32°30‘～35°、141°～145°30’の狭い範囲で、すべて竿釣りで 
漁獲されている。川崎（1957）が既に報告しているように、漁場は通常黒潮前線の南側に 
沿う右旋性の 渦流域に形成される。 
 C）メバチ（第 109 図 C） 
 メバチはクロマグロと同様に、金華山沖の暖水塊の内部で延縄によって漁獲される他、 
竿釣りによって、ビンナガと同様に黒潮前線の南側の 渦流域で漁獲されている。 
 金華山沖の暖水塊の内部で獲れるものは、大部分が 140cm 以上の大型魚であるが、 
黒潮前線の南側の 渦流域でとれるメバチは大体において 100cm 以下の小型魚である。 
延縄漁獲物が大型魚で構成されていることは、漁具の選択性によるものではなく、 
このような大型魚のみが、黒潮前線を越えて北上し得るものと考えられる。なおこの 
魚は前線上の旋網漁場では全く漁獲されていない。 
 D）キハダ（第 109 図 D） 
 キハダは旋網によって、二次黒潮前線上で漁獲されている。また延縄によって 35°N 
以北の潮境水域で散発的に漁獲される他、竿釣りによって近海の黒潮前線の南側の  
 流域において漁獲されている。これらのうち、旋網によっては一操業当たりかなりの 
尾数が漁獲されているが、延縄の場合には一回の漁獲が１乃至数尾であり、竿釣りに 
よる漁獲物は１地点で１０尾以下の場合が大部分である。 
 漁獲物の体長範囲は 60～170cm である。漁獲水域による魚体の差異は認められない。 
 日本近海では、小型魚は主として伊豆・小笠原諸島及び南西諸島の周辺で竿釣りで 
漁獲されている。キハダの若年魚は島峡性が強く、したがって、環境条件の変動に 



対する適応性が大きいものといえる。体長範囲は 30～100cm であるが（第 107 図参照） 
南西諸島周辺で獲れるものは 30～60cm で、伊豆・小笠原諸島周辺に出現する 60～100cm 
のものは全く漁獲されない。このことは、小型魚（１歳魚）が分布域の縁辺部に多い 
ことを示している。 
 ２．総括 
 マグロ類は、部分的な重複を含みながらも、それぞれ環境を棲み分けている。 
 クロマグロの主な棲息水域は、黒潮前線の左側（沿岸側）で、低塩で鉛直安定度の 
小さな水域である。最大の漁場である常磐・三陸沖にこの魚の漁場が形成されるのは 
夏から秋にかけてである。この時期は年間を通じて最も低塩である。 
このことからも、この魚が低塩性であることがわかる。 
 ビンナガが主として回遊しているのは、黒潮前線と亜熱帯収斂線に挟まれた東西に 
長い帯状水域である。この水域は南北に接する海域に比較して対流圏が深く発達して 
いる水域であり垂直的にも水平的にも均一性の高い水域であり、塩素量の範囲は 
19.2～19.3％である。ここに漁場が形成されるのは冬から春の時期で、この時期は 
年間を通じて 鉛直的な均一性が最も高い時期である。日本近海では 6 月に入ると、 
西側から次第に表層が高温・低塩となり、 鉛直安定度が増大するが、それと共に漁場は 
東方に移動する。このように、ビンナガは環境条件に対する適応性が小さく、均一性の 
高い水域を好む魚種である。 
 北部太平洋域についてみれば、メバチはビンナガと同様に、黒潮前線と亜熱帯収斂線に 
挟まれた水域にも分布するが、12°N 以南の赤道海域を分布の中心としている。12°N 
から亜熱帯収斂線に至る水域は、東西に帯状に伸びる高塩水域である。ここにメバチが 
分布していないことは、メバチが高塩には適応せず、塩素量に対する適応性の低い魚種で 
あることを示している。しかし、ビンナガよりは適応性が大きく、ビンナガは 175°W 
以東の高塩水域に分布しないのに比べて、メバチはずっと東方にまで分布している。 
北太平洋流域における初夏の小型メバチの漁場の移動の様相はビンナガの場合とよく 
似ており、ビンナガとメバチが似通った環境条件を要求することを示している。 
しかし、メバチは 12°N 以南の、より均一性の小さい水域が分布の中心であって、 
ビンナガよりは均一性に対する要求が小さいものといえる。 
 キハダは南北に最も広い分布域をもつ魚種で、その主要な棲息水域は、北太平洋では 
赤道水域から三陸近海の低塩水域に達しており、12°～26°N の高塩水域の存在も分布と 
全く無関係である。キハダの分布が最も深い関係をもつものは島峡や海礁の存在であって 
西太平洋の島峡水域に卓越的に分布している。このようにキハダは Euryhaline・島峡性で 
ビンナガ・メバチの Stenohaline・大洋性と鋭い対象をなしている。 
 100cm 以下の小型魚について各魚種のとる群態をみると、ビンナガは主として 
“鳥付群”で非依存形態をとり、依存性と他種との共存性が弱い。メバチは主として 
“木つき”をそのほかの依存形態をとり、依存性・共存性が強い。キハダは主として 



“瀬つき”形態をとり、依存性・共存性は非常に強い。このことは前者が移動の過程に 
あり、後者が定住性のものであることの反映でもある。 
 マグロ類 4 種の棲息水域の特長点は、黒潮前線の北側の混合水域において、きわめて 
明らかに指摘できる。クロマグロとキハダは潮境水域に選択的な回遊を行い、環境の 
変動性を要求する。ビンナガとメバチは高塩な暖水塊内部に撰択的な回遊を行い、環境の 
安定性を要求する･････後略････ 
 延縄漁業により極めて広汎な海域から得られた諸情報を基幹の資料とした各魚種に 
関する記述の諸知見と、上記の川崎の見解を対比すると、かなり多くの相違点が認め 
られる。かような相違は、用いられた資料の歴史的並びに地域的 Coｖerage の差異を 
反映したものであろう。 
 マグロ類の分布に共通してみられるところは、 
 イ）程度に差はあっても、若年期には沿岸や海礁の周辺に集まる性質があり、 
 ロ）生涯あるいは成長のある段階に達すると沖合海域に転じ、 
 ハ）成熟すると繁殖領域に移る 
ということである、かような生活領域の転換は、それぞれの段階における生理 ・ 
生態上の要求の変化によるものと考えられている。主として、中・西部太平洋から 
得られた知見を総合すると、キハダの場合もまた例外ではないといえよう。また、 
薮田・行縄（1957C）は、海流域により、同じ海流域でも季節によって魚体組成に 
著しい差異がみられる、としている。このことは、各海流域がそれぞれ性格を異に 
する生活領域となっていることを示す。さらに、例年日本近海に来遊するものの 
体長範囲が小さく、魚体組成に著しい変動がみとめられないこと（第 107・108 図）は、 
特定な成長段階にあるもののみが来遊することを示唆するものといえよう。しかし 
キハダの場合には、生態の過程による生活領域の分離が、他の魚種に比べて著しく 
不明瞭であることもまた明らかである。不明瞭な原因は、キハダの主要な生活領域が 
低緯度海域になっていて、繁殖領域と索餌領域が他の魚種のように隔絶していないことと 
海洋構造に関する知見が必ずしも充分でないことにあると思われる。も一つ重要な 
原因は、この魚の Population 構造に関する知見がまだ極めて乏しいことであろう。その 
ため、海流域が異なると魚体組成に差異がみられることの意義も解明されていないし、 
日本近海に来遊するものの発生した海域なども明らかでない。 
 以上は主として日本の漁業を介して得られた知見であるが、中・南米の沿岸には 
若年魚を主体とする漁場があり、主として米国の巾着網と竿釣り漁業により、一部は 
ペルーなどの中・南米諸国によって漁獲されている。キハダのほかにはカツオも多く 
同じ漁業の対象となっている。1966 年の各四半期における巾着網によるキハダの 
カツオの漁獲状況は、第 110 図の如くである。（Calkins,Chatwin,1967） 
 
 第 110 図 巾着網によるキハダとカツオの漁獲状況（1966） 



 Fig,110 Distribution of catches of yellofin tuna and skipjack by purse-sein in 1966 
  A,1~3 月；B,4～6 月；C,7~9 月；D,10～12 月 
 
 この方面のキハダは独立の Population であると前提され、この前提に基づいて 
IATTC（Inter-American Tropical Tun Commision,我が国では全米熱帯マグロ委員会と呼

んでいる）は、漁業規制海域を設定し、年々の漁獲量を規制しており、IATTC を中心とし

て 
漁業生物学的研究が活発に行われている。 
 赤道以北の中・南米沖合の表層海流の摸式図は Cromwell,Bennett（1959）によって 
第 111 図のように示されており、Bennette（1963）は、1955 年 10 月～12 月の ESTROPIC 
Expedition の資料に基づいて詳細な海洋学的研究を行っている 
  
 
 第 111 図 東部熱帯太平洋の表層海流摸式図 
 Fig,111 Shematic surface current charts of eastern tropical Pacific 
  Blackburn（1961）はこの方面の漁場を第 112 図のように 16 海区に区分し、各海区の 
海洋学的特性とキハダおよびカツオの分布状態との関係を論じている。その要点の 
あらましは以下の如くである。 
 
 第 112 図 東部熱帯太平洋の主要マグロ漁場 
 Fig,112 Principal tuna ground in the eastern tropical Pacific   
 この方面の海域全般にマグロの分布が濃密なのは 
 イ）太陽の輻射熱が強く、各九洋でキハダやカツオの分布の制約要因となる 21℃ 
   よりも高い適温を保っている。 
 ロ）陸上からの吹出す風が沿岸の表層水を沖合に動かし、諸所に湧昇を生ぜじめ、また

海域全体にわたって温度躍層を 
   表面下平均 30m に押上げる結果をもたらしている。かように成層化が妨げられて 
   いるため、営養塩が表層に押上げられ、マグロの食物となる大型動物プランクトン 
   や小型の遊泳生物が豊富となる。 
 ハ）上述のような過程の季節変化は漸進的であるらしく、そのため生産性の大きい   
   海域が地域的にも生産水準でもかなり定常的で、生物の現存量も数カ月以上に 
   わたって大きな変化はなく、マグロの索餌のための密集が維持されるもののようで 
   あるが、継続的な観測を欠く ため詳細は明らかではない。 
 ニ）第２海区（BajaCcalifornia 太平洋沿岸） 
   キハダとカツオは 21℃の等温線の動きにつれて夏季には北上し例年 28°N に 
   達する。秋になると 22°N あたりまで南下する。キハダは殆ど産卵せず、 



   カツオは全く産卵しない。この海域は湧昇によって肥えているが、湧昇は主に 
   春季に行われ、マグロが回遊してくるときまでには生物の実在量は減少する。 
   しかし、遊泳性のカニ（Galatheid crab）が多く、マグロの餌料となっている。 
 ホ）第 10 海区の南限附近に当たる 5°S 当たりに、例年 21℃の等温線が周年にわたって 
   みられ、これがマグロの動きを制限し、これよりも南方にはマグロには分布 
   しないか、分布しても稀である。この海区（エクアドル近海）におけるキハダと 
   カツオの豊度には季節変化が少なく殆んど毎年好漁を示す。この海区がなぜ好漁 
   場となるかは明らかでないが、温度躍層が浅く、接続するペルー海流との混合に 
   よって営養塩が多いか、Guayas 川からの営養塩の流入が多いためかも知れない。 
   カツオの方がしばしばキハダよりも多いが、多分 Euhausia が多いためであろう。 
   カツオは Euhausia を食うが、キハダはこれを好まず食うことができぬ。南半球の 
   夏季にキハダは多少産卵するから、これもキハダの集中の一原因であろう。 
 ヘ）チリーの最北部に当たる第 11.12 両海区ではカツオが主となっている。水温が 
   平均よりも高い El Nino の年に現われるが El Nino の年には分布を制約する等温線 
   が、はるかに南方に達し、これに伴ってマグロの分布の様相も変化する。 
   （Scheafer,1961） 
 ト）Baji California,1961 の北部と California 沿岸の海区では、海区 11・12 と同様に、 
   表層水温の高い年には漁業が成立する。このような状態は 1958・1959 の夏季に 
   生じ、前の冬にも温度が高く、この海区南部でも冬季に漁事があった。 
   かようなことは例年にはみられないことである。1957／58 と 1958／59 は東部 
   太平洋全般に水温が高く、El nino の状態にあった。 
 チ）カリフォルニア湾口に当たる第 3 海区は第 10 海区に対応し、毎年周年を通じて 
   漁事があり、キハダが主でカツオは稀である。IATTC の未発表の論文によれば、 
   この海域は海区 2 に出入りするキハダの通路に当たるとされている。しかし、 
   カツオの通路にはなっていない。キハダは多少産卵するが、カツオの産卵は 
   行われない。 
 リ）第４海区（カリフォルニア湾）では、キハダとカツオの豊度が年によっても 
   季節的にも激しく変動する。しかし、その原因は不明である。 
 ヌ）第 5 海区（Revillagigedo 諸島）には、キハダもカツオも周年多い。キハダは 
   この海域で産卵し、カツオもおそらく産卵するであろう。Bennett,Schaefer（1960） 
      は、Crarion 島では潮下にあたる斜面に反時計回りの渦があり、垂直混合を生じ 
   動物プランクトンの発生を促す。しかし、動物プランクトンの量は対応的には 
   多くないとし、このことから、この海域のまぐろは植物か海底の有機物を食って 
   いるものと推量している。 
 ル）海区 6・7 はメキシコ沿岸で通常カツオよりもきはだが多い。両種とも春に最も 
   多く、次いで冬に多い。キハダは産卵し、稀に夏季に産卵活動が盛んである。 



   しかし、カツオは産卵しない、分布密度に見られる季節変動は植物の豊凶に 
   よるものらしい。小型プランクトンは中庸度に豊富である。第 6 海区では温度 
   躍層が浅いのが特徴であるが、これがマグロの植物の供給とどのような関係に 
   あるかは明らかでない。 
   第 7 海区ではメキシコ湾から吹き出す風が中米の狭くて低い地峡を抜けて、冬から 
   春に強く吹きつづけ海水を攪拌  する。 
   晩春から初秋には北風は少し弱く、温度躍層が平坦となり生物の現存量の水準が 
   低くなり、マグロは少ない。 
 ヲ）海区 8（中米沖合）は、キハダとカツオの好漁場である。漁期は周年で 
   あるが、漁況は夏季に幾分すぐれている。例年好漁をみるが、高温年には既に述べ

た 
   ようにカツオは少ない。キハダの産卵は冬季にことに活発である。しかし、 
   カツオはどの季節においても広範囲にわたって産卵する形跡はない。魚が 
   密集する原因は産卵するよりも索餌のためと考えられる。温度躍層は殆ど全域に 
   わたりまた周年表層に近く位置している。 
 ワ）第 9 海区にも別な dome があり、マグロを含めて生物の量が多い。マグロの 
   分布密度は夏に最大で冬に最低となる。 
 カ）第 13 海区（Galapagos 諸島周辺）も、キハダとカツオの重要な漁場となっている。 
   漁況は多くの年に夏よりも冬に活況を呈する。マグロの生態と関連した 
   海洋学的研究は殆どないが、大まかにはペルー海流での湧昇水の混合、島の地形 
      などが、この海域の生産性を高め、マグロの集中の原因となるものといえよう。 
 ヨ）海区 14・15・16 などの離島の周辺にも、キハダやカツオが漁場の対象となる 
   程度に出現する。Scotexpedition の結果によると動物プランクトンの量は 
   沖合よりも島の周辺に多い。 
 タ）上記の諸海域に散在する浅瀬や海礁の周辺もマグロ漁場としてすぐれているが、 
   まだ何も述べられていない。 
 
 Blackburn による上述の要点は、 
１）東部太平洋域でキハダとカツオの分布を制約する最低表層水温は 21℃であること。 
２）風による湧昇と表層水の混合が、この方面の諸海区の基づ礎生産力を増大し、キハダ・ 
  カツオの飼料生物を豊富とするため、これらの魚の分布密度が大きくなる。 
３）２）の場合ほどの重要性は考えられていないが、産卵活動もこれらの魚の集中を 
  促す原因の一つと考えられている。 
などとなろう。 
 Blackburn et al（1962）は、上述の諸事項に新たな知見を加えて、東部熱帯太平洋域の 
マグロ漁場論をまとめている。その内容は上記の１）～３）に要約されたところと大差 



ないが、 
 ⅰ）この方面の漁場の北限部におけるマグロの分布に制約條件となる最低温度と 
   漁場の南限部における制約温度とは必ずしも一致しないこと。 
 ⅱ）Baja california の沿岸に、マグロが夏季にのみ来遊する理由は、マグロが南方 
   からの暖流に乗って来遊するものかも知れぬと考えられたが、これを肯定する 
   ような海洋学的な知見はない。 
 ⅲ）水温と風速から以後の 10 日乃至 30 日間の平均水温の予想の可能性が検討 
   されたがうまくいかぬ。 
 Ⅳ）適温範囲内でのマグロの密集には温度よりも餌料生物の方が重要な説割を 
   果たしているものと考えられること。 
その他を述べている。 
 ２）に述べられた条件、即ち基礎生産力が大きく、ひいてはマグロの餌料生物の 
多い海域にマグロが集中する。との基本的な問題を否定しようとするものではない。 
しかし、東部熱帯太平洋域での主要な漁獲物が、殆んどキハダの若年魚とカツオに 
限られていることは注目に値しよう。メバチの若年魚が極めて散発的にしか表層漁業で 
漁獲されないこと（kume,1965）は、東部熱帯太平洋の基礎生産力の大きさとの関係では 
説明できない。また、キハダの若年魚と老成魚とが分布域を異にしていることは、 
上村・本間（第 84 図）；Shomura・Murphy（第 86 図ｚ９に示されたところであり、 
川崎（第 95 図）は三陸沖で旋網でとれる若年魚と延縄で獲れる大型魚の分布域が全く分離 
していることを 100m 層の等温線と対比して述べている。 
 以上のことは、東部熱帯太平洋における海洋構造と漁場との関係は、殆んどキハダの 
若年魚とカツオについてのみ認められることを示すものといえよう。東部熱帯太平洋が 
上述のような魚の漁場形成にはすぐれた条件を具えた海域とはいえても、その条件が 
キハダによく似た食性をもつといわれるメバチには必ずしもすぐれた条件とはなり 
得ないし、キハダやカツオの全生涯を通じての分布や回遊に支配的な条件となっていない 
ことも明白といえよう。また、Clarion 島の周辺では、キハダやカツオが主として植物や 
海底生物を食しているとの推定は大いに疑問であり、いささか索強付会の感さえもある。 
かような悪条件のところにはマグロは集中しないというのが Blackburn の基づ本理念で 
あろう。 
 Blackburn の上述の漁場論も含めて既往の多くの漁場論が普遍性には缺けるところが 
少なくない理由は、“生活領域”という理念の欠如によるものと思われる。あるマグロの 
生態の過程によって分離している生活領域の全域や種あるいは種族のもつ全生活領域を 
“広義の漁場”と呼ぶとすれば、既往の多くの漁場論は、規模や発想に差があっても 
“狭義の漁場”と呼ばれるべきものであって、要は生活領域内に魚群が集中する機構の 
問題であっる。言葉をかえると”商業的漁場”の問題であって実業上の意義はそれぞれに重要

といえよう。しかし、所栓は分布や回遊の 



一断面をとらえた論議であって、それらの全てを律する法則性となり得るものとは考え 
難い。 
 東部熱帯太平洋におけるキハダの分布状況と、分布に支配的な海洋構造に関する知見の 
概要は以上の如くである。この方面の海域で表層漁業によって漁獲されるものの魚体組成 
については、Hennemuth（1961a,b）;Davidoft（1963）など多数の報告があるが、 
IATTC（1964）によると、キハダの海域別の平均体重は第 23 表の如くであり、漁業種別の 
平均体重は第 24 表の如くである。 
 
 第 23 表 海域別の平均体重 
 
   

海域 平均体重（ポンド） 

20°N 以北 22.3 

15°～20°N 20.6 

10°～15°N 27.9 

5°～10°N 36.8 

5°N 以南 15.3 

 
 第 24 表 漁業種別・季節別平均体重（ポンド） 

 
活餌漁業 施網漁業 

調査期間 1963 1964 1963 1964 

1/1～4/24 16.9  27.4  25.6  25.6  

4/25～6/23 13.5  15.3  21.3  25.4  

6/24～8/24 10.1  12.8  16.5  18.0  

8/25～10/23 10.2  17.5  16.2  17.6  

10/24～12/21 15.0  27.0  17.2  30.8  

1/1～10/23 12.6  16.9  21.9  23.2  

1/1～12/21 13.1  18.0  21.3  23.8  



 
 第２３・２４表から明らかなように、東部熱帯太平洋における表層漁業で漁獲される 
キハダは、極めて小型である。魚体組成は、海域によっても漁業によってもまた季節に 
よっても異なるが、大多数のものは、西部太平洋で延縄で漁獲される最小形よりも 
著しく小型である（第 98 図参照） 
 東部熱帯太平洋の表層漁業で採捕されるものとほぼ同様な大きさのものの出現は 
濠印諸島の沿岸、インド洋ではマダガスカル沿岸、大西洋ではギニア湾などで知られて 
いる他、日本近海にも知られている。また、大洋中の小島峡の沿岸にも分布が知られて 
おり、ところによっては地域的な漁業でかなりの量が漁獲されている。したがって 
かような若年魚は熱帯から亜熱帯の沿岸海域に広く分布するものといえよう。 
 漁場への添加以前のこの魚の幼魚期に関する知見がまだ殆んどないことおよび、この 
魚の資源構造に関する統一された見解がないことなどから、それぞれの沿岸海域に 
出現する若魚が、それぞれ特定な海域で発生したもの、いいかえると、固有の繁殖集団 
から発生したものであるか、あるいは全く偶然にそれぞれの海域に足を留めたもので 
あるか、という問題はまだ解決されていない。しかし、それらの若魚が、熱帯から 
亜熱帯にわたる海域のどこかで発生したものであること、およそ満１歳（ハワイ諸島 
沿岸には 30cm 級のものが出現することは既述の殆んどである）の前後に沿岸域に集団と 
して現われること、沿岸海域にある期間生活した後にそこを離れて産卵海域に移動する 
ことは確実といえよう。 
 旧南海区水産研究所が島峡周辺の海域で行ったキハダの若年魚の標識放流実験を示すと 
第 25 表の如くである。 
 
 第 25 図 キハダの若年魚の標識放流実験 
 Fig25 Tagging experiments on juvenile yellowfin tuna 

放流期間 放流地点 放流数 再捕数 再捕海域 

1959/2/25～ 143°45’E 

196 25 Ⅰ 
1959/3/6 21°41’N 

1960/2/29～ 142°28’E 

174 8 Ⅱ 
1960/3/9 20°28’N 

1960/9/28～ 145°～149°E 

174 0 Ⅲ 
1960/11/6 7°～9°N 

 



 海域Ⅲで再捕が記録されなかった理由は明らかでないが、この方面に表層漁業がない 
ことがその理由と考えられる。海域Ⅰ、Ⅱでの再捕は表層漁業によって行われている。 
放流後再捕されるまでの期間はさまざまであるが、最長はおよそ 280 日で、１尾を除くと 
すべて放流されたかいいきで再捕されている。海域Ⅰ・Ⅱの距離は 70 カイリ内外に 
すぎないが、上述の結果は； 
 イ）標識をつけられるという大きな衝撃にもかかわらず、キハダの若年魚はあまり 
おおきな移動を行わない。 
 ロ）一度島峡周辺の海域に侵入したキハダの若年魚は、ある期間そこに留まり、他の 
海域への移動はむしろ稀であり、移動距離は小さい。 
 ハ）滞留期間は明らかでないが、再捕までに 280 日を要した例や魚体組成の季節変化 
からみて、一年内外とみられる。 
ことなどの可能性を示唆する。 
 も一つの注目に値する実験結果は、Ⅰ～Ⅲの海域殊にⅢの海域では、かなり大規模に 
延縄による再捕が全くなかったことである。このことは、まず漁具の選択性の問題として 
考えられるが、島峡沿岸を離れるほどに成長したものも全く再捕されていないことは 
興味深いことといえよう。 
 比較形態学的研究に基づいて、Royce（1961）は、太平洋の東西方向に並ぶいくつかの 
Subpopulation の存在を指摘しており、若干の研究者が同じ手法の研究によってこれを 
支持している。上村・本間（1962）はしかし、太平洋域に複数の独立した Subpopulation 
があるとは考え難いとしている。これらの問題は既に述べたところである。木川（1959）
は、生殖腺指数を比較し、この魚の南北太平洋における産卵盛期には、約半年のズレが 
認められるとしている。このことは、南北太平洋のキハダが独立性の強い産卵集団を 
示唆するが、この問題は何人にも論ぜられていない。 
 このように、太平洋域のキハダの資源構造はなお混乱状態にあり、IATTC を除くと 
単一の資源によって占められている海域が具体的に示された例はない。 
 IATTC はいわゆる“漁業規制海域”ないのキハダは独立の Population であると 
前提している。その理由は； 
 a）規制海域内のキハダと規則海域外のキハダの形態に若干の相違が認められること。 
 b）規制海域内で産卵が行われること、 
 c）規制海域内で放流された標識魚が、他の海域で再捕されていないこと。 
などにある。 
 Joseph et al（1964）はしかし、規制海域内のキハダが独立の資源であるか否かの問題は、 
標識放流実験、血液型などの将来の研究を俟って決定せらるべきものであるとの見解を 
述べている。Mutphy・Pella（1966）は、現状で最も價値があり、優先さるべきキハダに 
かんする三つの研究の第一として、東部太平洋のものが独立の資源であるとの作業仮説の 
検討をあげている。 



 東部太平洋域のキハダの資源構造の問題は、以上のようになお検討を要するものと 
されているが、かような問題は将来に残すとして、もしそれが独立の資源であることが 
立記されたならば、いわゆる規制海域はその資源の生活領域ということになろう。 
またもし、規制海域内のキハダが規制海域の内外で発生したものの混合したものである 
ことが明らかにされたならば、多少の老成魚が出現するとしても、この方面は若年魚の 
生活領域とみなすべきであろう（Nakamura,1969） 
 どの程度の量の若年魚が大洋中に分布するかは明らかでないが、熱帯から亜熱帯に 
至る沿岸海域が、キハダの若年魚の生活する場所となっていることは明らかである。 
知られた範囲の資料から判断すると、若年魚が濃密に大洋中に分布するものとは考え 
にくいことは既に述べた如くである。ここにいう資料は主として延縄漁業から得られた 
ものであるから、漁具の撰択性が作用して、釣獲率から若年魚の分布を論ずるのは 
妥当た性を缺くとの問題も考えられよう。しかし既述のように、若年魚の釣獲率が 
沿岸からの距離の増大に伴って急低下することは、精度に多少の問題はあっても、 
釣獲率が若年魚群の分布密度の指標となり得ることを示唆するものと考えられよう。 
も一つの考えられることは、大洋中の若年魚の釣獲率が低くとも、膨大な面積を考えれば 
全体としての魚群量はおおきなものとなろうということである。この問題の吟味は現状 
では不可能であるが、さきに述べた Murphy・Ikehara（1955）の観察結果は、若年魚群が 
大洋中に大量に分布する可能性に否定的である。 
 さて、キハダが生涯に移動する範囲は Royce（1961）によって示された如きものと想定 
すると、それぞれの Subpopulation はそれぞれ固有の海域から発生したものによって 
構成され、維持されるべきことになる。またそれぞれの固有の海域の面積もほぼ等しい 
ことになるはずである。キハダの若魚が沿岸海域に入る理由はまだ明らかにされて 
いないが、恐らく食物に対する要求の変化によるものであろうと考えられている。もし 
この想定が妥当たなものであれば、各沿岸海域はそれぞれ固有の飼料供給力をもち、その 
供給力は通常沿岸海域の面積に比例するものと考えられよう（Nakamura,1969） 
 木川（1966）は、生殖腺指数、魚群密度、性比など多くの生物学的資料に基づいて、 
キハダの潜在産卵量は、西部太平洋では中部太平洋や 100°W 以西の東部太平洋よりも 
幾分小さいと述べている。もし発生率には地域さがないものと仮定すると、若年魚の 
量は産卵量に比例することになる。さらに、ある大きさに達したキハダの若年魚は食物に 
対する要求の変化から沿岸海域に入るものと仮定すると、中・東部太平洋にある若干の 
Subpopulation では、潜在産兼量が大きいにもかかわらず、若年魚のための沿岸海域が 
極めて狭かったり、場合によれば全くそれをもたぬことにもなり得よう。かような問題の 
論議は、大洋中における若年魚の分布状態が明らかにされないとなし得ないことは 
いうまでもない。しかし、Royce（1961）と木川（1966）の見解に基づいた場合に濠印諸

島 
海域や西部太平洋の大陸沿岸に若年魚の量が不相応と思われるほど多いことが如何なる 



機構によるものかということや、Iversen,Yoshida（1956）が Line Islando 周辺に出現する 
若年魚群の量が沖合の隣接海域に分布する大型魚群の補給源となるほどのものとは考えら

れないと述べていることを充分に吟味検討することの必要性を述べておくことは、 
まんざら無駄ではなかろう。いわゆる東部赤道大洋域は、濠印諸島近海などよりも 
さらに不相応と思われるほど若年魚の多い海域といえよう。東部赤道太平洋域で生物学的

に理解し難いことは補充前期群に関する情報に乏しいことである。出現する若年魚が 
すべて規制海域で発生するものであれば、補充前期群の量は極めて膨大でなくてはならぬ 
はずと考えられる。 
 南支那海、スルー海、セレベス海、バンダ海、クロレス海などにもキハダの分布が 
みられる。これらの海域の中・南支那海、スルー海、セレベス海などに出漁するものは 
主として台湾線であり、近年における漁況は詳かでない。 
 中村（1943,1949,1951）は第 2 次大戦前の資料に基づいて 
 イ）南支那海における延縄漁業の主漁期は北東季節風季（10～3 月）であること、 
   主漁場は南部の危険礁やマクレスフィールド・バンリ方面であること、延縄に 
   よる漁獲物の約 90％がキハダであること。 
などを述べている。近年では漁期はほぼ周年に及んでいる、キハダは一般に大型で 
あるが、小琉球峡などの周辺には若年魚の分布が知られている。 
 情報は極めて少なく、詳細は全く不明である。 
 ハ）セレベス海では、北東風季と南西風季（４～９月）とでは漁況が著しく異なり  
   北東風季の漁況は南西風季のそれに比して著しく劣ること。北東風季における 
   キハダの主体は大型魚（45kg 内外）であるが、南西風季には小型（30kg 内外） 
   が主体となること。 
などを延べている。このことは両季節風期に魚群の交替が行われることを示唆するが 
近年の状況は明らかでない。 
 ニ）バンダ海やフロレス海でも、延縄漁獲物の主体はキハダであり、複雑な地形を 
   反映して、魚体組成にも地域差が著しい。しかし、概括的にみると北東周季には 
   大型魚が、南西風季には小型魚が卓越する傾向がうかがわれるから、セレベス海 
   の場合と同様な魚群の季節交替が行われるもののように想定される 
と、記している。 
 
 Ｅ－２ インド洋のキハダ 
 
 インド洋が延縄漁場として本格的に開拓されはじめてから 20 年あまりにあるが、 
この海域のキハダに関する生物学的知見は、全般的にみて乏しく、分布に関する情報も 
やや断片的である。そのため、生態の過程による生活領域の分離については、延べ得る 
ほどの知見はない。 



 三村（1958）、三村・中村（1959）、Mimura（1962）,Mimura et al（1963）などに、 
述べられたところを総合すると、インド洋におけるキハダの分布状態は、あらまし以下の 
如くである。 
 
 １）分布の全域と分布域の特性 
 インド洋のキハダは 30°S 以北のほぼ全海域に分布する。しかし、オーストラリア 
南方の亜南極水帯には出現しない（須田、1960）。分布状態は海流と密接に関連し 
分布密度の大きい海域は、赤道反流域（季節的には（北半球の夏季）流向不定の海域と 
なる）と北赤道流域となっている。 
 ２）幼稚魚の分布 
 幼稚魚の分布域は、太平洋の場合と同様に熱帯を中心とし、暖流の影響下にある亜熱 
海域に及んでいる。熱帯海域では殆んど同年にわたって幼稚魚が出現するが、亜熱帯 
海域における出現状況には季節変化が認められる（矢部、上柳、1961）Jones（1959）は 
Laccadive 群島および Minicoy 島近海から稚魚の出現を報告している。 
 ３）成魚 
 三村（1958）、三村・中村（1959）、Mimura（1962）,Mimuraet al（1963）らは、延縄

漁業 
の資料からインド洋におけるキハダの分布を論じている。それらを総合してほぼ述すれば 
以下の如くである。 
 イ）分布密度は 10°S と 10°N との区間に大きい 
 ハ）３～６月にのみ漁業の行われる 10°N 以北の海域における分布状態については 
   詳細は明らかでない。 
 ニ）10°N～10°S の区間では、分布密度は西に大きく東に小さい。 
   （第 113 図） 
 
 第 113 図 インド洋におけるキハダの月別釣獲率の分布 
 Fig113, Hook-rates for yellowfin tuna in the Jndian Ocean by month 
 
 ホ）西部インド洋では、１～６月に分布密度が大きく、他の季節には小さくなる。 
 ヘ）10°S 以南の高緯度海域の分布密度には季節変化が殆んど認められない。 
 ト）太平洋のキハダについて上村・本間（1961）が認めたような、成長に伴う 
   生活領域の移動は、いまのところインド洋では知られていない。しかし、 
   同様な事象がインド洋にも認められ得る可能性は考えられる。何故ならば 
   小型魚が季節によっては、スマトラ西方、ジャワ南方および東アフリカ近海に 
   卓越することが指摘されている（三村・中村、1959）からである。 
 古藤（来刊）は、インド洋熱帯海域におけるこの魚の分布密度が西に大きく東に 



小さいことを示し、上述の（ニ）を再確認するとともに、アフリカ近海から東方に 
向かって小型魚の割合が漸減し、大型魚の割合が漸増することを認めている。 
したがって、太平洋におけると同様な成長に伴う生活領域の移動がインド洋にも 
認められるといえよう。古藤（来刊）はさらに、濠印諸島海域の魚群が大小スンダ列島の 
南岸沿いにインド洋々心部に向かって季節的に移動するものと考えている他、この魚の 
分布状態が 100°E 附近で連続となる可能性を示している。 
 
 Ｅ－３ 大西洋のキハダ 
 大西洋のキハダに関する漁業生物学的知見は、近年に至るまで極めて局地的で断岸的な 
ものにすぎず、わずかに形態の比較などが行われていたに止まる。近年に至って 
フランスを主とする南欧諸国の表層漁業が次第に発展し、日本の延縄漁業による漁場開拓

が急速にすすみ、その操業報告が葸集・整理されるにつれて、知見が著しく充実してきた 
（塩浜・他、1965；水産庁調査研究部、1966.1967a,b） 
 中村・上村（1958）は、東光丸による調査に基づいて、既述のように、ブラジル沖合で

は 
2°S 附近に海洋の不連続構造がみられ、それより北方はキハダを主とし、南方は 
ビンナガを主とする漁場であるとし、このような漁場構造は大西洋を過ってアフリカ 
沿岸に続くものと想定している。Lima・wise（1963）は延縄漁業の資料によって 
熱帯大西洋におけるキハダとビンナガの分布を調べ、キハダは赤道附近以北に、 
ビンナガは以南に卓越することを認め、海産動物と漁場の分布は、熱帯大西洋の海流の 
分布と密接に関係していると述べ、中村・上村の所見を支持している。 
 Idyll・Desylva（1963）は、当た時までに得られた情報に基づいて、西部大西洋におけ

る 
この魚の分布について、北米大陸沿岸では分布の北限が 37°21‘となっていること、 
メキシコ湾には濃密に分布すること、カリブ海から英領ギアナの沖合にかけても出現 
すること、などを述べている。 
 Talbot・Penrith（1963）は、南アフリカ沖合の分布について； 
 イ）幼魚は出現せず、採集されたものの最小形は 535 ㎜であること、 
 ロ）南半球の夏には一般にみられ、ときとしては大量に出現するが、冬季には 
   全く出現しないこと、 
 ハ）主として３月に、False 湾の比較的浅いところに、しばしば巨大な表層群と 
   なって現われること、 
 ニ）分布の決定要因は明らかでないが、飼料生物の豊凶がこの魚の密集と関係して 
   いるものと思われる。ここでは産卵されないが、産卵が恐らく回遊の決定要因で 
   あろう。また、西部ケープ海域では多分温度が分布に重要な制約要因となる 
   ものであろう。 



 ホ）ケープの南方を通路として、この魚はインド洋と大西洋の間を往来すること 
などを述べている。 
 中込・他（1965）は、50m 層の水温と陸地からの距離とがキハダの年齢別の分布に 
関係があるとし、高温または陸岸から遠い海域には高年魚が卓越し、低水温または 
沿岸海域には若年魚が卓越することを示し、かような分布域の分離は成長に伴って 
生活領域をかえることによるものであろうと想定している。 
 Wise・LeGuen（1966）は、大西洋を 10 海区に分けて海区別の釣獲率を比較し、 
アフリカ側とアメリカ大陸側とに分布するキハダは、別個な Population であろうと 
想定している。林・本間（来完）は、同じ資料によって釣獲率分布の季節変化を吟味し 
大西洋の赤道海域で延縄の対象となっているキハダの個体群の大部分は１個の系統群に 
属するものと想定している。 
 本間・久田（来完）は、 
 イ）日本の延縄漁船の操業報告、 
 ロ）日本の試験船（千葉県試験船・房総丸；神奈川県試験船・相模丸；福島県 
   試験船・磐城丸）、調査船（水産調査船・東光丸、照洋丸）、練習船（水産大学 
   校練習船・耕洋丸）などに：よる調査試料 
 ハ）アフリカ沿岸における日本の表層漁業（まき網・竿釣り）の操業報告 
 ニ）アフリカ沿岸でフランスの ORSTOM が募集した情報。 
などを総合し、大西洋におけるキハダの個体群の構造を論じている。そのあらましは 
以下の如くである。 
 Ａ）延縄漁業の対象ストック 
 日本の延縄漁業はまずキハダを主対象として 1957 年に赤道大西洋に進出したが、 
1960 年には赤道大西洋のほぼ全域を漁場として利用するに至った。その後、メバチ、 
ビンナガおよびクロマグロを追って漁場を南北に拡大し、1965 年には、北緯 45°から 
南緯 35°に及ぶ海域のほぼ全域が開拓されている。この範囲の経緯度各 5°に区画して 
みると、キハダが全く獲れなかった区画はないといってよい。しかし、漁獲尾数が 
5000 尾以上となっている区画は、20°N から 15°S に至る赤道周辺にのみみられ、 
濃密分布域は 5°N を中心として東西に連なり、大陸の沿岸ではさらに高緯度に及んで 
いる。 
 Ａ－１ 魚体 
 大西洋のキハダの魚体組成に関する資料は、試験船や調査船から得られているだけで 
ある。そのため測定尾数も少ないし、測定された海域も限られ、また季節的にも偏った 
ものとなっている。 
 体長範囲は４３～１８４cm であるが、尾叉長１０１～１７０cm のものがとくに 
卓越し全体のおよそ 60％となっている。 
 上村・本間（1963）は、1954 年 4 月から 1955 年 3 月に至る 1 年間に得られた魚体 



測定の資料から、太平洋のキハダについて； 
 イ）体長範囲は 40～184cm で、過半数を占める体長群は 120～140cm 級であること 
 ロ）赤道海域のキハダの体長組成には、東西方向に著しい地域差がみられ、西側には 
   120cm 来満の小型魚が卓越し、140cm 以上の大型魚は日付変更線以東に多いこと 
などを報告している。 
 したがって、体長範囲には南大洋にほとんど差異が認められない。しかし、主群と 
なっているものの大きさには大差があり、大西洋での主群は、日付変更線以東の太平洋に 
出現する大型魚に近いものとなっている。 
 大西洋のキハダの資源量は、1961 年以降急激に減少したことが認められている。 
（塩浜他、1965；林・本間、来完）。1960 年以前（前期）と 1961 年以降（後期）の 
魚体組成を比較すると、それぞれ 3～4 のモード群がみられるが、卓越したモード群は、 
前期には 155cm 級、後期には 145cm 級となり、約 10cm の差がみられる。また、130cm 
附近にモードをもつ群の割合は、1961 年以降に大きくなっている。 
 魚体組成にみられる地域差を、資料の多い 1965 年以降についてみると、来成魚と 
考えられる 120cm 以下の小型魚は沿岸海域に多く、120～160cm 級は広汎な海域に 
出現し、延縄の主漁場での漁獲物の主体となっている。160cm 以上の大型魚は、分布の 
中心部を離れた高緯度海域に多く、ことに 20°S 以南に多い。しかし、ギネア湾の 
終漁期にはギネア湾にも出現する。以上のような魚体組成の地域差は、1960 年以前にも 
傾向的には認められるもののようである。緯度 5°経度 10°の区画内で得られた延縄 
漁獲物の平均体重は第 114 図の如くである。 
 
 第 114 図 海域別の平均体重（大西洋） 
 Fig 114 The average body weight of sea area （Atlantic） 
Ａ－２ 生殖腺指数と幼稚魚の分布 
 木川（来完）は、経緯度各 10°の区画内における生殖腺指数 1.6 以上のものの 
出現状況を第 115 図のように示している。 
 
 第 115 図 生殖腺指数 1.6 以上のものの４半年別の出現状況 
 Fig,115 Occurrence of four half-year by that of the gonad index 1.6 or more 
 図は、1.6 以上の生殖腺指数の卵巣をもつ個体の出現の多い季節は、それぞれの海域の 
盛漁期におおむね一致することを示している。 
 生殖腺の完熟したキハダの♀は延縄では殆んど漁獲されないので、延縄漁獲物の生殖腺 
から直接に産卵を立記することは難しい。第 115 図に示された程度の生殖腺指数のものは 
むしろ索餌群というべきで、直ちに産卵に関係するものとは考えられない。 
しかし、大西洋におけるこの魚の仔・稚魚の出現状況は第 105 図に示された如くで 
（上柳・来完）、出現海域は、ブラジル海流域を除くと、延縄の主漁場が主要な産卵海域と 



なっていることは確実といえよう。 
 
 Ａ－３ 魚群量指数の分布 
 既述のように、大西洋のキハダの魚群量は 1961 年以降急低下していることが認め 
られているので、釣獲率がたかかった 1960 年以前を除き、1961～1965 年について、 
経緯度各 5°の区画毎の月別平均魚群量指数Ｎを； 
  
 Ａ：面積係数で、5°区画を１とし、陸地の含まれる区画では陸地を除去している 
 a;1961～1965 年間に操業のあった年数 
 c；月別に集計された漁獲尾数 
 g；使用鈎数 
 Ni；i 年目における魚群量指数 
 
 の式で求め、緯度 5°経度 10°毎に集計し、年間にわたって平均すると、第 116 図と 
なる。 
 第 116 図 キハダの魚群量指数分布図（大西洋） 
 Fig,116 School of fish mass index distribution map of yellowfin tuna （Atlantic） 
 
 第 116 図は； 
１）10°W 以東では、ギネア湾を中心としたアフリカ沿岸に分布密度が大きく、 
  10°S 以南では急低下する。 
２）10°～30°W の範囲では、分布の中心が赤道付近にみられる。分布密度は高緯度に 
  向かってやや緩やかに低下するが、南北緯 20°を越えると、分布はむしろ痕跡的で 
  ある。 
３）30°～40°W の範囲では、分布の中心が 5°S～15°N にみられ、分布密度は 
  高緯度に向かって急低下する。 
４）40°W 以西では、南米大陸の所在により、分布密度の大きい海域は赤道以北に 

のみみられ； 
イ）50°～80°W の範囲では、南米大陸沖合と北米大陸の東方沖合（35°～40°N 附近） 
  とに分離して現われる。 
ロ）80°～100°W の範囲では、20°～35°N のメキシコ湾が濃密分布域となっている。 
ことなどが認められ、全体としてみると、濃密分布域は東方から西方に向かって北上 
しつつ大西洋を過っており、中村・上村（1958）須田（1960）塩浜他（1965）などが 
指摘し、あるいは想定したところとおおむね一致する。 
 大西洋の低緯度海域における海流の分布を概感すると； 
１）南赤道流は、アフリカ側では赤道から 15°S に及ぶ海域にあって北西に流れ、 



  洋心部では流軸が赤道附近となっている。ブラジルの東端サン・ロケ岬附近に 
  達すると二つに分かれ、一方は赤道を越えて北半球に入り、カリブ海を経て 
  メキシコ湾に注いでいる。他方は南米大陸に沿って南下し、ブラジル海流となる。 
２）赤道反流はギネア湾の 5°N を中心にわずかに発達し、ギネア海流と呼ばれている 
  太平洋では、赤道反流が全域を東西に過っているから、大西洋の状態とは著しく 
  異なっている。両大洋の海洋構造にみられるかような差異は、マグロ類の分布構造に 
  当た然反映するものと考えられる。 
３）北赤道流は 15°～20°N を中心として西流し、その西端は西インド諸島に沿って 
  北西に向かい、その一部はアンチリース海流に連なる。この海域では南北両赤道の 
  主要部分はフロリダ海流となり、カリブ海を経て、北米沿岸を北上し、アンチリース 
  海流と合して湾流となる（第 117 図） 
  
 第 117 図 大西洋の海流（日高、1965 より） 
 Fig;117 ocean currents in the Atlantic ocean（after HIDAKA,1965） 
 第 116 図に示された魚群量指数の分布と第 117 図とを対応させると、キハダの主分布域 
は、南赤道流域を中心とし、これに接続するギネア湾流と北赤道流々域であり、さらに 
南北両赤道流の合した湾流の南部も含まれることにあり、太平洋やインド洋の場合と 
同様に、大西洋でもキハダの主分布域は特定の海流域となっているといえよう。 
 月別の平均魚群量指数Ｎの分布を示すと第 118 図の如くである。 
 
 第 118 図 キハダの月別平均魚群量指数の分布（大西洋） 
 Fig,118 Distribution of the index of fish abundance of yellowfin tuna in the Atlantic Ocean 

註；便宜上２・５・８・１１月のみを示した。 
 
 図から； 
 1 月―指数３以上の高濃密分布域が、ギネア湾から 25°W に及ぶ赤道海域と、メキシコ 
湾からカリブ海方面に認められ、洋の東西に明瞭に分離している。これらの高濃密分布域

の周辺には指数 2～3 の濃密分布域がみられる他、ブラジル北方の 0°～5°N；35°～40° 
Ｗにも同様な海域がみられる。指数１～２の海域は、ギネア湾の濃密分布域につづく赤道 
海域と、南米大陸の北方沖合およびカリブ海などにみられる。 
 ２月；―ギネア湾方面の高濃密分布域はやや拡大し魚群量の増大を示すが、メキシコ 
湾方面では縮小するとともに南東に移動する。指数 1.0 以上の海域は、赤道に沿う南 
大西洋に東西に連なって現われる他、5°～15°N の範囲をカリブ海から 45°W まで 
伸出し、その東端には指数 2～3 を示す区画がみられる。 
 3 月；―ギネア湾方面の高濃密分布域は縮小し、魚群の逸散がうかがわれる。しかし 
指数２～３の濃密分布域は西方に拡大され、30°W に達する。カリブ海からは濃密分布域 



が消失し、南米北岸沖合に魚群の集積が認められる。2 月までは東西両側の濃密分布域の 
分離がかなり明瞭であるが、３月になるとやや不明瞭となり、両者の間に指数１～２の 
区画がつづいている。これらのことは 3 月になると魚群の移動が活発となることを示唆 
する。 
 4 月；－ギネア湾を中心とする濃密分布域はさらに西方に拡大されるが、南米北岸沖合の

濃密分布域はやや縮小し、魚群量の減少を示している。 
 5 月；－ギネア湾の分布密度は急激に低下し、濃密分布域が赤道大西洋のほぼ全域を 
覆うようにある。メキシコ湾からは資料がなく、分布の様相は不明である。資料の範囲 
では、カリブ海における分布密度は小さい。 
 6 月；－ギネア湾の魚群量はさらに減少し、沿岸域にのみ濃密分布域がみられる。 
洋心部からブラジル沖合に及ぶ濃密分布域にも魚群量減少の傾向がうかがわれる、 
しかし、メキシコ湾やカリブ海方面では魚群量に増大の傾向がみられる。別に 35°～40° 
Ｎの北米沖合に濃密分布域が形成される。 
 7 月；－ギネア湾における分布密度はさらに著しく低下する。洋心部から南米北部 
沖合にかけての分布密度も前月に比して低下する傾向がうかがわれる。カリブ海から 
メキシコ湾に至る海域でも分布密度は低下するが、35°～40°N の北米沖合における 
魚群量は著しく増大し、濃密分布域が赤道海域と北米沖合とに分離する。 
 8 月；－ギネア湾の魚群量はさらに減少する。魚群量指数の分布状態は前月と大差 
ないが、25°W 以西の赤道海域においては、前月よりも若干魚群量増大の傾向が 
うかがわれる。カリブ海とメキシコ湾方面の分布密度は小さい。北米沖合の濃密分布域の 
魚群量は年間の最大に達し、濃密分布域も拡大される。 
 9 月；－ギネア湾における分布密度は年間の最低になる。赤道海域における魚群量も 
全般に減少し、南米北岸沖合における魚群量にも減少の傾向が著しい。これらの事象は 
魚群が移動期に入ったことを示唆する。 
 10 月；－ギネア湾に魚群が集結しはじめる。赤道海域における魚群量は、洋心部では 
減少の傾向を示し、アマゾン河口北方沖合に濃密分布域が形成される。 
カリブ海からメキシコ湾にかけても魚群量の増加が認められる。北米沖合の分布密度は 
前月よりもさらに低下し、漁場としての意義は殆ど失われる。 
 11 月；－ギネア湾の魚群量は前月よりも著しく増大する。洋心部の赤道海域における 
分布密度はきわめて小さい。アマゾン河口沖合からカリブ海にかけて濃密分布域が 
みられるが、メキシコ湾では分布密度が小さい。北米沖合における分布は、痕跡的で 
漁場としての意義は完全に失われる。以上のような状態のため、濃密分布域がギネア湾 
方面とアマゾン河口以西との明瞭に分離する。 
 12 月；－ギネア湾方面の魚群量は前月に比して著しく増大するが、1 月の状態には 
及ばない。アマゾン河口沖合以西にも濃密分布域がみられる。カリブ海における魚群量は 
前月よりも著しく減少するが、メキシコ湾では著増する。 



 以上に述べたところを要約すると； 
 イ）北半球の秋～冬季には、ギネア湾方面と、南米の北方沖合からカリブ海を経て 
   メキシコ湾に至る海域とに濃密分布域がみられ、両者は洋心部において明瞭に 
   分離する。北米沖合の 30°～45°N の範囲に夏季に形成される濃密分布域は 
   消滅する。 
 ロ）春～夏季には、ギネア湾方面の魚群量は急激に減少し、洋心部における分布密度が 
   増大する。また、カリブ海やメキシコ湾の分布密度が低下する。そのため冬季に 
   みられるような濃密分布域の分離はみられなくなる。別に 30°～45°N の北米 
   沖合に濃密分布域が出現する。 
ということになり、以下に述べるような行動を異にする２群の所在が想定される。 
 Ⅰ、北半球の冬季にギネア湾方面に集結した群は、ベンゲラ海流（寒流）の影響が 
   強くなる３月頃から洋心部に向かって移動し、盛夏の候になると、その先端は 
   南北の北東沖合に達する。この群は、北半球の秋～冬季には、主として南赤道 
   流域を南東に移動し、主として南赤道流域を南東に移動し、再びギネア湾方面に 
   集結する。 
 Ⅱ、北半球の秋～冬季にアマゾン河口沖合附近からカリブ海を経てメキシコ湾に至る 
   海域に集結した群は春から夏にかけて一部は洋心部に向かって移動し、ついには 
   ギニア湾方面から西方に向かって移動してきたものと混合する。一部は湾流中を 
   北上し、30°～45°N の北米沖合に濃密分布域を形成する。 
   秋～冬季には春～夏季とは反対に行動し、冬型の分布に戻る（第 119 図） 
 
 第 119 図 キハダの分布と回遊摸式図（大西洋） 
 Fig,119 schematic representation of distribution and mizetion of yellowfin tuna in  
          The Atlantic Ocean 
 ４．海域別魚群量指数による移動軽路の検討 
 第 119 図に示されたような東西２群の所在とそれらの群の回遊経路とを検討するため 
東西２群の分布状態を考慮して大西洋を第 120 図のように区分すると、キハダの 
主分布域はＥ1～Ｅ4 内の各小区画のＮ1、及びＮ‘２となる。 
 
 第 120 図 海区々分図 
 Fig,120 Division of the small area in the Atlantic ocean 
 各区画内の月別平均分布密度指数 d を 
 
 
 ｄ；ある区画のある付の平均分布密度指数 
 Aij;i 年目のその月に操業のあったその区画内の j 番目の経緯度 5°区画の面積 



 Cij;i 年月のその月に操業のあったその区画内のｊ番目の経緯度 5°区画内の漁獲鈎数 
 Gij;i 年目のその月に操業のあったその区画内の j 番目の経緯度 5°区画内の使用鈎数 
 Ni;i 年目のその月に操業のあったその区画内の経緯度 5°の区画数 
 A;その区画内でその月に操業のあった年数 
上記の式によって求め； 
 a）隣接の２区画間を同一の群のみが移動するならば、同一月または n 月のズレで平均 
  分布密度に高い相関がみられるはずである。この場合に n 月は生態的に説明可能な 
  ものでなくてはならぬ。 
 b）他の区画を狭山２区画を同一の魚群のみが移動するならば、n 月のズレで高い相関が 
  みられるはずである。中間の区画と高い相関を示す月数のズレを n’とすると n>n’と   
  なり、ｎ、ｎ‘はともに生態的に説明できるものでなくてはならぬ。 
 c）ある区画に２つの群が来遊するならば、隣接の区画との間には相関はみられない。 
 d）ある区画といくつかの区画を距てた区画との間に高い相関がみられたとしても、その 
  相関を魚群の交流に直結することはできない。 
などの前提に基づいて、各区画内の月別平均分布密度指数を比較すると、第 121 図となる。 
 
 第 121 図 キハダの区画別・月別平均分布密度指数（大西洋） 
 Fig,121 Jndex of        of distribution of yellowfin tuna by mounth and area 
 
 図は、E1-2 と E2-1 とを除くと、隣接の各区画間の月別平均分布密度の変化には 
高い相関がみられることを示している。E1-2 と E2-1 の区画間に相関が認められない 
ことは、E1-2 より西方に分布するものの主体は西側の群であり、E2-1 以東に分布する 
ものの主体は東側の群であることを示唆する。 
 西側の群についてみると、北半球の秋～冬季に E1-1 と N1 とに集積した群が、春～ 
夏季に一部は東方に移動し、一部は北東に移動する。N1 と N2‘の間にみられる 6 カ月の 
ズレは、N2‘には夏季にのみ魚群が集結することから当た然のズレといえよう。 
 東側の群では、南赤道流域のみでなくその南北の隣接した区画間にも高い相関が 
みられ、これらの区画に出現する魚群がギネア湾方面に北半球の秋～冬季に集結した 
ものに由来することを示唆している。 
 B.表層漁業のストック 
 表層漁業の漁場は、ギネア湾を中心に、セネガルからアンゴラに至る沿岸域に形成 
されている。主漁期は南半球の冬季で、この方面で行われる延縄漁業の主漁場とほぼ 
反対の季節となっている。かような主漁期のズレは次のように説明できよう。 
 イ）南半球の冬季には、ベンゲラ海流の勢力が増大し、この方面の温度躍層を浅くする 
   ので、表層漁場として好適な状態となる。中層に棲息する大型魚はそのため 
   大部分が西方に押出される。一部は温度躍層の上表に残るが、延縄の構造上 



   これらは漁獲対象となりにくい。 
 ロ）ベンゲラ海流の衰退する南半球の夏季には温度躍層が深くなり、延縄漁場に好適な 
   条件となる。表層漁業の主対象となる若年魚群は引き続き分布していても、表層 
   漁業ことに施網では獲れにくくなる。またこの季節には若年魚は高緯度海域に 
   回遊し、魚群量も低下する。 
 ハ）以上のような海況の変化の他、飼料生物の分布も関係するものと想定される。 
 表層漁業の対象となっているこの魚うちては、フランスの ORSTOM によって種々の 
研究が行われている。（LeGuen et al,1965,1968;Poisard,1967）本間他（1969）は、これ

らに 
日本漁業の操業記録を加えて、表層漁業の対象となっているキハダの資源構造と回遊に 
ついて、あらまし以下のように述べている。 
B－１ 体長組成 
  
 日本の施網漁業の漁獲物の体長範囲は、38～176cm で、55cm、80cm、100cm、130cm 
および 155cm 附近にモードがみられる（第 122 図）南欧諸国の活餌漁業の漁獲物の 
体長範囲も第 122 図に示されたところと大差ない。 
 
 第 122 図 赤道大西洋における日本の施網漁業の漁獲物の体長組成 
 Fig,122 length fregnency distribution of the yellowfin tuna canght by Japanese 
          Puroe-seiners in the Eguatial Atlantic ocean 
 
 様相漁業の対象となっているもののうち、130cm 級以上のものは延縄漁獲物の主体を 
なすものである。100cm と 80cm 級も、量的には少ないが、延縄で漁獲されている。 
しかし、55cm 級以下のものは、延縄では殆んど漁獲されない。 
これらのものは、大きさによって分布域を異にし、沿岸海域を集団で移動しているものと 
考えられる。表層漁業の漁獲物の主体は 80～120cm 級のものとなっているが、小型魚は 
安 なため大型魚を選択的に漁獲する傾があり、第 122 図に示された魚体組成は、 
表層漁場に分布するキハダの魚体別の構成の実態を反映したものとは言い難い。 
55cm 級のものは表層漁場の全域に広く分布し、年によっては夏季に何阿連邦沿岸にも 
大量に出現することが知られている（Talbot・penrith,1963） 
 
 Ｂ－２ 生殖腺指数 
 日本の施網漁獲物の一部については生殖腺の重量が想定されている。資料は 2～7 月の 
期間にのみ得られているが、その範囲では生殖腺指数は 2.0 以下で明らかに索餌群である。 
しかし、４月頃から生殖腺指数に増大の傾向が認められるから、８月以降にはギネア湾 
方面の表層漁場に差兼魚が分布する可能性が考えられるが、飼料が缺けていて断定は 



できない。仔稚の出現状況はしかし、この方面での産卵の可能性に否定的である。 
 
 Ｂ－３ 漁場 
 表層漁業に関する情報は乏しく、漁獲統計も延縄漁業のそれに比して著しく不完全で 
あるが、日本とフランスを主とする南欧諸国からの情報を総合すると、漁場の分布は 
第 123 図の如くアフリカ沿岸域に限られている。 
 
 第 123 図 東部熱帯大西洋のキハダ表層漁場 
 Fig,123 Fishing ground of surface fisheries for yellowfin tuna in the easten tropical 
          Atlantic Ocean 
 
 Ｂ－４ 推定回遊経路 
 東部熱帯大西洋で表層漁業の主対象となっている来成魚群の回遊経路は、以下のように 
推定される 
 イ）体長 55cm 級のもの（満１歳または来満、Ⅲ、繁殖と成長参照）はフエルナンド島 
   周辺を除き、セネガルからアンゴラに至る広い海域に分布する。分布域は 
   ベンゲラ海流の季節消長にともなって変動し、ベンゲラ海流の勢力が衰える 
   南半球の夏季には、アフリカ西岸に沿って南方に拡大され、年にとっては 
   南阿連邦沿岸に達するが、その勢力が増大する南半球の冬季には反対に押上げ 
   られる。 
 ロ）体長 60cm から 80cm のもの（満１歳～２歳までのもの）はあまり漁獲されず 
   主要な分布域は明らかでない。不明となっている原因はおそらく漁業の状態に 
   よるもので、アフリカ沿岸域から逸散するためとは考えにくい、 
 ハ）80cm をこえる大きさのものは、7～10 月にギネア湾北部の沿岸域に密集する。 
   この程度の大きさになると、漸次沿岸海域を離れ沖合の延縄漁場に添加される。 
 ニ）１～７月に表層漁業でとれる索餌期の成魚は、来成魚と同一の行動をとるが、 
   生殖腺の成熟に伴って洋心部の産卵域に移動する。 
 
 C、結論 
 延縄漁業と表層漁業から得られた上述の諸知見を総合すると、大西洋のキハダの個体 
群構造は以下のように想定される。 
 大西洋のキハダは南赤道流とそれにつづく暖流域で産卵するが、主産卵域は南赤道流域 
である。発生したもののうち主要な部分は成長しつつ大西洋の東西の熱帯沿岸海域に 
集結し、若魚となる。ギネア湾を中心とするアフリカ沿岸に集結した若年群を東部系群と 
呼び、ブラジル北東部からカリブ海に至る海域に集結した群を西部系群と呼ぶと各系群は 
１～２歳の間は、季節によって、それぞれの沿岸域を南北に移動する。２歳の終期ごろ 



からは漸次沖合の中層に移動し、延縄の対象となる。北半球の冬季には、東部系群の成魚 
は南北北岸からカリブ海を経てメキシコ湾に至る海域に集結する。北半球の夏季には東部 
系群の成魚の一部は、アフリカ沿岸に沿って北上するが、主要な部分は南赤道流域を西進 
し、ブラジル北部沖合に達する、西部系群の成魚の一部は湾流域を北上し、北米沿岸の 
30°～45°N に回遊し、他は東方に向かい、洋心部で東部系群と混合するが、東西両系群 
の主要な分布域は南米北方の E1-2 と E2-1 附近で分離する（第 119 図参照）。 
系群といっても完全に独立したものではなく、上村・本間（1963）が太平洋のキハダに 
ついて示唆したように、半独立の集団と考えるべきであろう。 
 以上が本間・久田（来刊）の大西洋のキハダの個体群に関する見解の概要である。 
 太平洋のキハダが東西に分離した二つの集団からなるとの上述の見解も、Wise・LeGuen 
（1966）の見解も、延縄の釣獲率が北半球の冬季に赤道大西洋の洋心部で著しく低下し、 
濃密分布域が東西に分離することに基づいている。しかし、産卵海域が東西に分離してい

る 
とは認められず、稚魚の出現状況にも分離は認められていない。本間・久田（来刊）は 
上述のように、主な産卵海域は南赤道流域で仔稚は成長しつつ東西両沿岸域に集結する 
ものと想定している。その想定は Nakamura（来刊）が太平洋のキハダについて想定した 
ところと一致するもので、複数の産卵集団の存在を否定する。 
楊・他（1969）は、外部形態を比較し、東西の方向には差異が無く、南北の方向には 
差異がみられる。としている。南北方向に差異がみられる原因について、本間他（1969）
は 
高緯度海域に分布するものは大型魚のみであることによる可能性を示唆している。 
 これらの生物学的知見は、大西洋のキハダが東西のニ系統からなるとの想定に否定的で 
ある。北半球の冬季に洋心部の赤道大西洋でキハダの分布密度（釣獲率）が著しく低下 
する原因は明らかでないが、キハダの分布密度の低下する海域がクロマグロの主要分布域

となっていることは注目に値する。（第 41 図参照）このことは北半球の冬季には、 
洋心部の赤道大西洋がキハダの棲息に不適当たな環境となることを示唆する。かような 
観点に立つと、北半球の冬季に濃密分布域が洋の東西に分離する現象をそれぞれの系群の 
回帰による。と断ずることには若干の疑問が生ずる。仮に北半球の夏季に赤道大西洋域に 
現われる濃密分布域が、東西の濃密分布域から来遊とした魚群の混合によって形成される 
ものと想定すると、冬季に洋心部に生ずる環境条件の変化のため、洋心部を離れて東西の 
沿岸域に集結するものは、東西両系群といわれるものの混合群である可能性が考えられ 
よう。混合の状態は東西両系群といわれるものの洋心部への回遊の状態と洋心部に生ずる 
環境条件の変化の発現状況によって異なるものと想定される。また魚群の移動が３月と 
９月を中心に活発化することが注目される。 
 大西洋のキハダの分布に関する知見の概要は以上の如くである。個体群の問題にしても 
魚群の移動の問題にしても、解明はすべて将来の研究にかかっているものといわざるを 



得ない。生物学的な諸資料・とりわけ魚体組成、産卵生態、系統群の判別などに関する資

料の 
充実と環境に関する知見の充実が望ましい。 
 太平洋・インド洋および大西洋のキハダの生態（成長）の過程による生活領域の分離を 
通観すると、ビンナガやクロマグロの場合にくらべて著しく明瞭なものであることが認め 
られる。しかし、以下のような事象が三大洋に共通して認められる。 
 a）産卵の行われるところは、おおむね 26℃の等温線で囲まれた低緯度の温暖な海域で 
  ある（木川、1966） 
 b）仔・稚魚の分布域は産卵海域にほぼ一致する。 
 c）稚魚期から漁業の対象となるまでの補充前期群の分布は殆んど来知に属するが、 
  成長に伴って次第に沿岸海域に集まるものと想定される。 
 d）１歳に達する頃から沿岸の表層に現われ、成群性が強く、表層漁業の対象となり 
  主として沿岸海域を生活領域としている。 
 e）２歳になると、次第に沿岸を離れ沖合の中層を生活領域とするようになり、延縄漁業 
  の対象となる。 
 f）成魚に達する年齢は一定したものではないが、３歳に達するとすべての個体が産卵に 
  関連する能力を唱える。 
 g）成魚の主分布域は特定な海流域となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Ｆ．カツオ 
 
 カツオは各大洋を通じて赤道からおおむね南北緯 40°に及ぶ範囲に分布するものと 
知られている。（第 124 図）この魚の対象とする漁業はすべていわゆる表層漁業で漁場は 
主として沿岸海域に限られている。各大洋におけるこの魚の漁業はあらまし以下の如く 
である。 
 
 第 124 図 カツオとカツオ漁業の分布 
 Fig,124 Distribution of skipjack and skipjackfishiries 
（Sette,Rothschild,1966 より） 
 
 １）太平洋のカツオ 
 太平洋では日本を中心とする西部太平洋と中・南米の沿岸域およびハワイ近海などが 
主な漁場となっている。 
 イ）西部太平洋 
 西部太平洋では日本の活餌漁業が最も大きく、他の諸国にも小規模な漁業がある。 
日本の漁獲量は年間８～１９万トンで、年による変動が大きい。近年に至るまでの漁場は 
バシーー海峡付近から琉球列島を経て三陸沖合に至る沿岸域と、伊豆・小笠原列島の近海

で 
あったが、近年にはマリアナ群島周辺の海域も漁場として開拓され、パラオ近海にも 
出漁するようになるとともに、季節によっては、マリアナ群島からパラオに至る外洋も 
いわゆる“ナダ漁場”として利用されており、さらに南方の海域にも出漁をみようと 
している。漁業の主体はなお活餌漁業であるが、施網漁業への転換が試みられつつある。 
 日本の他には、台湾・フィリピン・インドネシアなどにも漁業があるが、いまのところ 
いずれも極めて小規模なものである。 
 
 ロ）中部太平洋 
 中部太平洋では、ハワイ活餌漁業が最も大きい。年間の漁獲量は３千トンから８千トン

の間を上下しており、漁場は距岸 100 カイリ以内の近海に限られている。その他の島々 
にも、曳縄・定置網などそれぞれ固有の漁業が行われているが、いずれも小規模なもので 
タヒチ島の年間漁獲率 400 トン内外がハワイに次ぐものとなっている。 
 
 ハ）東部太平洋 
 東部太平洋では北緯 30°附近から南緯 21°に至る米大陸の沿岸とガラパゴス島など 
小島峡の近海が漁場となっている。漁業勢力は米国が中心で、ペルーがこれに次いでいる。 



年間の漁獲量は 44～110 千トンで、施網・活餌などの漁業が行われている。かつては 
活餌漁業が中心であったが、近年では施網漁業におきかえられている。 
 ２）インド洋 
 インド洋では Mardive 諸島を古くから延縄や活餌漁業が行われてきたが、規模は 
小さい。近年ではセイロン、インドネシアなどに漁業進出が試みられているが、まだ 
いうべきほどのものはなっていない。 
 ３）大西洋 
 近年ギネア湾方面に米国の施網漁業と日本の活餌漁業および施網漁業が進出し、また 
フランスを主とする南欧諸国も同じ方向に出漁しているが、主対象はキハダで、カツオの 
漁獲は少ない。大西洋のカツオについては研究も殆んどなく、分布の様相などに関する 
知見は極めて貧弱である。 
 漁業が上述のような状態にあり、西部太平洋を除くと漁場が一般に沿岸域に限られて 
いるため、分布や回遊に関して漁業から得られる諸情報も、全般的にきわめて局地性の 
強いものとなっている。また、西部太平洋と東部太平洋およびハワイ近海を除くと、 
知見の蓄積もほとんどない有様である。 
 大洋中における分布については、マグロ延縄に混獲されるもの、マグロ延縄で漁獲 
されたマグロ・カジキ類の胃の内容物に含まれるもの、稚魚網の採集物などが情報源と 
して利用されている。しかし、マグロ延縄に混獲されるカツオの経済的な意義はあまり 
大きくないので、漁獲記録から脱落している可能性があり、情報源としては必ずしも 
満足すべきものとはいいがたい。稚魚網による採集や胃の内容物の検討などは、一般の 
業船には望みがたく、調査船や試験船のみが研究資料の供給源となるので必然的に 
断片的なものとなる。 
 資料源がかような状況にあることを反映してこの魚の分布や回遊に関する従来の 
研究の重点は主として局地的な利用度の問題におかれ、多くの場合に湿度との関係で 
説明されていて、生活領域という概念に欠ける場合が多い。この点は延縄漁業を介して 
広汎な海域から豊富な情報が得られ、生活領域という概念を基づ調として分布や回遊が 
考察されているマグロ類の場合とはかなり異なった性格のものとなっている。しかし、 
近年展開された血液型や血清学的研究は、太平洋域のこの魚に複数の種族の所持を想定 
している。このことは必然的に固有の生活領域の所在を示唆する。種族の問題とは別に、 
成長の過程によっても生活領域を異にするとの知見も得られている。 
 知見の乏しいインド洋と大西洋のものについては後章（繁殖と成長食性の項）で 
若干記述するが、ここでは太平洋のカツオについて得られた知見の概要を述べることと 
する。 
 １）西部太平洋のカツオ 
 西部太平洋におけるカツオの分布と回遊に関する知見は、日本近海とりわけ三陸沖合い

に 



最も豊富である。それらのうち温度との関係論じた主要なものを略記すれば以下の如くで 
ある。 
 宇田（1939）は、漁場の水温 θとカツオの漁獲量Ｎとの関係をＮ－θ 曲線と呼び 
三陸沖合では； 
 イ）Ｎ－θ曲線は左右相称ではなく、低温に向かって急傾斜し、高温に向かって 
   緩傾斜すること 
 ロ）三陸沖合では 21℃を中心としたところに明瞭なピークが、25℃を中心と 
   したところに前者より小さいピークがみられること。 
などを述べている。 
 黒田（1955）は魚群の種類別（スナムラ（素群）、サメツキ群、鳥付群、クジラ仕群、 
木付群）、月（旬）別のＮ－ θヒストグラムをつくり、東北海区における漁獲水温範囲に 
ついて、あらまし以下のように述べている。 
 
 １）カツオの漁獲水温範囲 
 カツオの漁獲された漁場水温は 15°～28℃となっているが、旬別の漁獲量の極大を 
示すところの温度のうちの最高最低をとってこれをカツオの漁獲適水温範囲と考えれば 
東北海区における１漁期中のカツオの漁獲適水温は 17°～28℃であるといえる。 
これは相川（1949）と一致するが、時期的にみればカツオはかように広い水温域内に 
広く分布しているものではない。1950～1928 年を通じてみると、東北海区における 
カツオの漁獲適水温範囲は、第 26 表のようになる。 
 
 第 26 表 東北海区におけるカツオの月別漁獲水温範囲 
 Table 26 Range of surface water tempere where skipjack tuna were eaught in the 
           Tohoku area by mouth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

月 （旬） 水温範囲（°C） 水温幅（°C） 

5   １９～２３ 4 

6   １９～２４ 6 

7 上旬 １９～２７ 9 

7 中旬 ２０～２７ 8 

7 下旬 ２１～２７ 7 

8 上旬 ２０～２７ 8 

8 中旬 ２０～２８ 9 

8 下旬 １８～２８ 11 

9 上旬 ２０～２７ 8 

9 中旬 １９～２２ 4 

9 下旬 ２０～２５ 6 

10 上旬 １８～２３ 6 

10 中旬 １９～２３ 5 

10 下旬 １７～２１ 5 

 
大まかにいって、サメ付群の漁獲量の卓越する漁期前半には漁獲水温の範囲が大きく、素

群の漁獲量が卓越する漁期後半には漁獲水温範囲が狭くなる。 
 
 ２）素群の漁獲水温と分布 
 素群からの漁獲は 20°～21℃の水帯で最も大きい。夏季には東北海区で 20°～21° 
の水帯はおわゆる極前線の中心部に当たる。この水帯は狭く（宇田、1936；木村、1954； 
1949、他）極前線における収斂作用によりカツオがこの水域に集積することが好漁の 
原因と考えられる。 
 ３）サメツキ群の漁獲水温と分布 
 サメツキ群は 140°E 以西では殆んどみられない。東北海区では 23℃の水帯で最も 



多く漁獲され、22℃以下の水帯での漁獲量は急減する。例年 8 月から 9 月上旬に 
かけて、漁船は 154°E 以東の海域に出漁し、40°N より北方でもかなりの漁獲を 
あげるが、この方面のカツオは殆んど素群でサメツキ群はみられないから、サメツキ群の 
分布の東限は 154°E 附近と考えられる。 
 ４）クジラツキ群の漁獲水温と分布 
 クジラツキ群もサメツキ群と同様に 140°E 以西では殆んどみられない。35°N 以北の 
東北海区に出現する時期もサメツキ群の場合にほぼ一致する。しかし、最も多く漁獲 
されるのは 22℃水帯で、サメツキ群よりもやや低温の水帯、つまりやや北方が主漁場 
となっている。 
 ５）キツキ群の漁獲水温と分布 
 黒潮に乗って南方から流れてきた流木群は東北海区に入って黒潮系水が拡散するに 
ともなって、それぞれ極前線と第２次極前線に収斂するものと考えられる。したがって 
キツキ群の多獲される水温には低温と高温に分かれることが考えられる。前者は極前線 
域に、後者は第２次極前線に対応するものといえる。極前線の収斂域の水温は年によって 
異なるが、これは黒潮勢力の強弱を反映したものと考えられる。 
 ６）トリツキ群の漁獲水温と分布 
 トリツキ群といわれるものには上述の各群が含まれるものと考えられ、したがって 
漁獲水温範囲も広く、漁獲の極大を示す温度も複雑となる。 
 ７）Ｎ－θ曲線の意義 
 ２）～６）のに述べたところから一般に漁獲水温の最も低いのはスナムラで、クジラ 
ツキ、サメツキの順に漁獲水温が高くなり、キツキ群が最も高温域に分布する。東北海区 
においては、スナムラとサメツキ群からの漁獲が中心となっていて、一般に漁期の前期 
にはサメツキ群からの漁獲が他を圧し、後期にはスナムラ群からの漁獲がこれに代わる。 
したがって宇田がＮー 曲線に２つの頂点がみられるとしているのは、かような状況の 
反映とみられる。 
 以上のように、スナムラを除くと、いわゆるツキモノ別の漁獲水温範囲や最高の漁獲 
を示す漁場水温は、ツキモノの分布状態の反映で、ツキモノが魚群の集結の原因となって 
いるものと考えられる。したがって、黒田によって示されたツキモノ別の漁獲水温は 
ツキモノ別の漁場探索には有力な指標とはなり得ても、それらの温度が東北海区における 
カツオの分布を直接的に支配しているものとは考え難い。 
 川崎（1958）は、西部太平洋の諸海域における漁獲水温範囲を第 27 表のように 
示している。 
 
 第 27 表 海域別、月別漁獲水温範囲（℃） 
 Table Range of surface water temperature where sri jack tuna were canght 
        By area and mouth 



 
 

月 沖縄西 台湾東 台湾南 紀南 

1 - - 22～27 - 

2 - 21～24 22～27 - 

3 20～26 21～26 22～27 - 

4 20～26 21～27 23～27 18～22 

5 19～29 25～29 - 18～24 

6 24～29 28～29 - - 

7 - - - - 

8 26～29 28～29 - - 

9 26～28 28 - - 

10 - 26～29 - - 

11 - 25～28 25～27 - 

12 - - - - 

 
 同じ著者は、西部太平洋から得られた既往の諸知見に中部および東部太平洋からの 
知見を加え、カツオの分布と水温の関係についてあらまし以下のように述べている。 
“カツオの生涯を通してみると、２～３歳魚の時代に分布範囲が最も広く、４～５歳魚は 
太平洋の洋心部に集中している。２～３歳魚についていえば、その棲息適温範囲は 
18°～28℃といえよう。温度に対する忍耐範囲は広く、18℃以上の表層水温さえ 
あれば、冷水塊の内部にも進入することができ、耐忍水温範囲は 17°～18℃から 
28℃となる。また耐忍塩素量範囲は、18.20～19.20％である。 
 西部太平洋から得られた上述の諸知見は特別な場合すなわち適温範囲の限界を除くと 
温度がカツオの分布あるいは漁場形成に第一義的な要因となるとは考え難いことを示す 
ものといえよう。 
 日本近海に形成されるカツオ漁業と海洋構造との関係も数多く考慮されている。 
それらのうち主要なものを挙げると、そのあらましは以下の如くである。 
 宇田（1936）は、東北海区における盛夏のカツオ漁場は、20°～24℃の適水温中の 



22℃等温線が最も北方に進出して、寒流系水との間にもっとも顕著な潮境を形成する 
ところ、即ち、15°～16℃の水帯と 20°～21℃の水帯とがもっとも近接する区域に 
おいて、暖水帯の先端およびその西側の区域に偏在する傾向がある。と述べている。 
 北野（1953）は、夏季の東北海区には、塩分量（Ｓ）と温度（Ｔ）を異にする次のよう

な 
３水塊が認められるとし、カツオの主漁場は基づ礎生産力の大きい a 水塊の 50ｍより浅い 
表層に形成されるとしている。 
 イ）水塊 a；上昇水塊をともなう混合水塊で、33.60‰＜Ｓ＜34.60‰、3℃＜Ｔ＜17° 
である。 
 ロ）水塊 b；黒潮系暖流水塊で、34.50‰＜Ｓ＜35.00‰、13℃＜Ｔ＜23℃である 
 ハ）水塊Ｃ；親潮系寒流水塊で、33.00‰＜Ｓ＜34.00, 1℃＜Ｔ＜4℃である。 
 川合（1959）は東北海区におけるカツオ漁場形成の決定要因は、表層水温が 19°～ 
26℃の範囲にあることにあるとの前提に立ち； 
 イ）５月には東北海区の黒潮前線の南側すなわち黒潮水域の表層は 19℃以上と 
   なっている。しかし、黒潮前線より北方の混合水域内では表層水温が 19℃となる 
   場合は稀である。この季節のカツオ漁場はすべて黒潮水域に形成されている。 
 ロ）８月には、黒潮前線より南側の黒潮水域はほとんど 26℃以上の高温水に覆れ 
   親潮前線の北側の親潮水域にはおおむね 20℃以下の表層水が拡がっている。 
   この季節にはカツオ漁場は混合水域内に形成される。 
 ハ）１１月になると、20℃以上の表層水は主として黒潮前線の南側に退く。 
   カツオ漁場はごく稀に黒潮前線の縁辺部に形成されるが、この時期になると 
   カツオが表層下に沈み、竿釣りでは漁獲されなくなる、カツオが深層に潜入する 
   原因は対流によって表層から 100ｍ層までの水温に変化がなくなることに 
   よるものか、その他の原因によるものかは明らかでない。 
と述べている。 
 川崎・永沼（1959）は、東北海区における８月の主漁場の成立条件を以下のように 
示している。 
 １）親潮系の冷水が表層まで暖水を押上げていること。 
 ２）漁場は潮境に形成されるが、この潮境は、北・西・南の三方から親潮系水によって 
   囲まれた袋状水域の西側の潮境である（第 125 図） 
 
 第 125 図 漁場が形成される海況の摸式図 
 Fig,125  Schematic view of the sea state fishing grounds are formed 
 
 伊豆諸島から紀南方面に至る海域では、熊野灘から遠州灘に出現する冷水塊によって 
カツオの分布状態が著しく変化し、漁況も著しく変動することが知られている。 



冷水塊が出現した年にはそれが出現しない年よりも総体的に好漁であり、漁場は冷水塊の 
東側よりも北側の遠州灘に形成される（宇田、1940；川崎、永沼 1959）この原因は 
冷水塊の出現によりカツオ群が滞留し、濃縮されることにあるものと考えられている。 
（宇田、1940）冷水塊の西側に漁場があまり形成されない理由は流速が大きいためと 
考えられているが（宇田、1940）袋状の水域と瀬がないことが重要な原因と考えられる 
（川崎、1965）。この方面の海域には回遊性の魚群を対象とする漁場と瀬っきの群を 
対象とする漁場がある。回遊魚を対象とする北側の遠州灘には、黒潮の分派が流入して 
時計回りの渦流を形成している袋状水域が形成されて漁場となる、伊豆近海の多くの瀬は 
それぞれ漁場形成に重要な役割を演じているが、全州・銭州など北方に位置する瀬は、 
冷水塊の発達をみない年には沿岸水に覆われるため、漁獲が全く無かったり極めて 
少なかったりする。しかし冷水塊が現われると、黒潮がその東側を迂回するため黒潮の 
流域となり好漁となる。さらに南下して青島方面に至ると、冷水塊の出現の有無に 
かかわらず常に黒潮の流路に当たっているため、漁況の年変動は極めて小さい 
（川崎、1965）。 
 以上の他、五島灘に形成される漁場に関して、川崎（1959）はあらまし以下のように 
述べている。 
 五島灘のカツオ漁は通常７月にはじまり１１月に終わる。この漁場では回遊性の魚を 
対象としているが、かように地形的に局限された陸地に近い水域で回遊魚を対象と 
するのは、特殊な場合といえる。この方面に出現するカツオ群は、南西諸島海域に分布 
するものと魚体組成を異にし（後述する）全く別な群と考えられる。また南西諸島方面 
にはみられぬクジラツキ群がみられる。この海域には黒潮系の高温・高塩水が地形的な 
理由によって過流を形成し、カツオの生息に好適な条件と具えている。漁場水温は 
27°～30℃と高温である。漁場形成には水温や塩分量の絶対値よりも水温の上昇下降の 
状態、すなわち黒潮系水の流入状態が重要な意義をもつものと考えられる。 
日本近海から得られたカツオ漁場と海洋構造に関する上述の諸知見はいうまでもなく 
分布域内における極めて局地的な事象をとりあげたものである。いずれの場合にも 
生活領域という概念は直接には探り入れられていない。しかし、日本近海におけるカツオ 
の生活領域が黒潮とその分派およびそれらの影響が強く及んでいるところとなっている 
ことを示している。 
 近年急速に開拓がすすめられているいわゆる南方漁場は、いまのところマリアナ群島 
周辺からパラオ島に至る海域に限られている。この方向のカツオに関する生物学的知見は 
まだ不充分であるが、笠原・田中（1968）は、24°N 以南の海域を南方漁場と呼ぶと 
前提し。焼津に入港する漁船からの資料に基づいて、あらまし以下のように述べている。 
 イ）この方面の漁場は大きく分けて； 
   小笠原からマリアナ列島線一帯に及ぶ“瀬の漁場”と列島線の西側からフィリピン 
   東方に至る広大な海域に形成される“灘漁場”となる。 



 ロ）漁獲物は日本近海の場合と異なり、成熟年齢に達した高年魚が主体となっている。 
 ハ）“瀬の漁場”についてみると、漁期は４～５月から１０月頃までである。 
   ６月頃には主として 20°N 以北の瀬に漁場が形成されるが、７月以降には急に 
   南方に拡大され、北は日吉場から南はグアム島まで至る列島線一帯が漁場となる。 
   この状態は１０月までつづくが、大まかにみると、漁場は漁期のすすむにつれて 
   北方から南方に移行するものといえる。 
 ニ）１１月になると漁場は次第に瀬を離れ、いわゆる灘に移行する。この方面の海域に 
   おける月別の漁場の分布状態を 1966 年について示せば、第 126 図の如くである。 
 
 第 126 図 南方の灘漁場 
 Fig,126 Fishing ground for      jack tuna in the high sea of       southern waters 
 
 漁場の位置には年によって変動が著しいが、その移動には毎年共通した傾向が 
みられる。漁場が瀬を離れた初期の１１月には、列島線の西側に接した海域が漁場と 
なっているが。12 月になると急に西方に拡大され、135°E、年によっては 130°E にも 
及ぶ。これとときを同じくして、１０°N 附近に新たな漁場が出現する。以後、北方の 
漁場は南に、南方の漁場は東方に移動し、２～３月には 10°～15°N；140°～145°E 
当たりで合体し、魚群密度の大きい好漁場となる。この時期がこの方面の海域での主漁期 
となっている。 
 ホ）かような漁場形成と移動とを支配する要因についてはまだ論じ得ない。海洋構造を 
みると、表層水温には大差はない。しかし下層では等温線の位置が北方から南方に 
向かって次第に浅くなり、10°～5°N 附近で最も浅く、以南では再び深くなる。 
10°N 附近を境に以南はキハダ以北はメバチの主分布域となっていることは周知の如く 
である。２～３月にカツオが 10°～15°N に濃密に分布することは、かような海洋構造と 
何等かの関係をもつものと考えられる。カツオ自体の生理・生態的要因と分布との関係に 
ついては、まだなにも明らかにされていない。南方漁場における表層水温の月変化は第 
127 図に示す如くであるが、１日当たたりの平均漁獲量は 24.5℃以上の場合に大きく 
以下では低下する。 
 
 第 127 図 南方漁場における月別表層平均水温 
 Fig,127 The monthly average surface water temperature in the southern fishing  

Grounds 
 ヘ）漁確物の体長組成は第 118 図に示す如くである。 
 
 第 128 図 南方漁場のおけるカツオの体長組成 
 Fig,128  Size composition of skipjack tuna caught in the southern waters 



 
 まず瀬の漁場についてみると、漁期はじめには 42cm、52cm、65～70cm あたりに 
モードが認められる。仮に 42cm 級を 2 歳、52cm 級を 3 歳以とする。1964 年について 
みると、2 歳群のモードの位置は月々1～2cm づつ規則正しく大きい方に移行して 
いる。この移行は成長によるものと見られるが、このことは同時に同一群が漁期を 
通じて漁獲対象となっていたことを示唆する。1964～1966 年の３カ年の魚体組成を 
みると、1964 年と 1966 年には 6～10 月の間 2 歳魚が主群となっているのに対し、 
1965 年には 10 月を除き３歳群が主群となっている。かような差異は 1964 年の２歳魚 
すなわち 1962 年の発生群の発生量が大きく、1963 年のそれが小さかったことの反映と 
考えられる。1966 年には 3 歳魚はあまり出生せず 4 歳以上と考えられる大型魚の出現が 
多いが、このことも上述の発生量の差異で説明できよう。 
東北海区では 2 歳魚の来遊量が漁況を左右する。1964 年にはその来遊量が大きく豊漁 
であったが、1965 年にはその来遊量が小さく不漁であった。東北海区に出現する魚群と 
南方漁場に分布する魚群との関係はまだ明らかでない。しかし、上述のような符号は 
注目に値する。あるいは両海域の魚群の関係の究明に手掛かりを提供するものとなり、 
得るものであろう。11 月以降“灘漁場”でとれるものをみると大型魚の割合が急増する 
とともに、主群のモードに“瀬の漁場”にみられるような規則的な移行は認められない。 
このことは漁獲対象群が一定せず次々に入れ代ることを示すものであろう。この想定が 
当たっていれば、漁場にみられる季節移動は必ずしも魚群の動きを反映したものとは 
いえないことになる。 
岩崎（1968）は南方カツオ漁場について； 
１）冬季カロリン群島海域の盛漁期はおよそ１月中旬から 3 月下旬であり、年によって 

若干の相違がある、 
２）南方の主漁場は、夏季にはマリアナ西海嶺、東海嶺、中海嶺に沿って南北に分布して 
  いるが、秋季の主漁場は紀南海嶺以東に形成される年（‘64；’67）と以西に形成 
  される年（‘63；’65；‘66）とがある。 
３）“瀬の漁場”では高水温期に豊漁で、低水温期に不漁となる傾向がみられる。 
４）冬季のカロリン群島海域では、7°～12°N の範囲の魚群集団から、中・大型魚 
  （体重 3.1～7.0 ㎏）が北または北西に移動する傾向がみられる。 
などと述べている。 
 いわゆる南方カツオ漁業に関する知見は漁業の歴史を反映して、まだ極めて不充分で 
ある。笠原・田中（1968）は“瀬の漁場”はまず北方に形成され、７月になると急速に南

方に 
拡大されると述べている。かような漁場の拡大がイ）漁船の行動の反映であるか 
ロ）魚群の南下回遊によるものか、については何も述べられていないが、イ）・ロ）の 
いずれによるかは検討を要する。４～８月は全般的に魚群の北上回遊期であり、北上 



回遊は１～３歳魚とりわけ２歳魚に著しく、これらは未成熟の索餌期のものとされている。 
瀬の漁場を形成する魚群の主体が２～３歳魚であることは、これらが未成魚で索餌期にあ

ることを強く示唆する。この想定が妥当たなものであれば、７月に魚群が大量に南下する

とすることには疑問の余地があろう。一方、瀬の漁場における盛漁期が、この方面の 
海域の高温期に一致することは、漁場がまず南方に形成され、次第に北方に拡大される 
可能性を示唆するものといえよう。２～３歳魚が列島線の海域ことにその南部に添加 
される季節が明らかでない現状では、７月以降における漁場の南方への拡大が、魚群の 
大量南下によるものか、漁船の稼働状況の反映であるかを断定することは不可能であるが 
後者の可能性がむしろ大きいのではないかと思われる。 
 １１月になると、漁場が列島線を離れて西側の海域に形成され、次第に南西に拡大 
されることは興味深い。この現象は、魚群が列島線に沿った海域を離れることによるもの 
と考えられているようであるが、いわゆる灘漁場における漁獲物の魚体組成が瀬の漁場の 
それと著しく異なり高年齢魚が主体となっていることは、瀬の漁場を形成する魚群が 
そのまま灘漁場の形成に参加するものとは考え難い。高年齢魚は瀬を離れた沖合に 
分布することを示すものとみるべきであろう。笠原・田中（1968）は灘漁場の移動を 
魚群の移動によるとは考えていないが、灘漁場が東方に移動することを認めている。 
岩崎（1968）は灘漁場の高年齢魚が北または北西に動く傾向を示している。両者の見解 
には若干の食い違いが感じられる。かような食い違いは漁船の行動を反映している可能性

が考えられる。1966 年に焼津港に入港した南方漁場への出漁船数はあまり多いものでは 
なく資料源は極めて貧弱である。試験船や調査船が盲点となっている時期や海域の調査を 
積極的に推進することが望ましい。 
 西部太平洋におけるカツオの分布の様相に関する知見の概要は以上の如くであるが、 
生態（成長）に過程による生活領域の分離については、まだ知見が極めて乏しい。 
川崎（1965）は、日本近海に出現する魚群に行動を異にする５群の存在を認め、それらを 
あらまし次のように説明している。 
 a）五島グループ 
 1951～1955 年の資料に基づいて、この群の平均的な体長組成を示すと第 129 図の如くで 
ある。 
 第 129 図 五島水域のカツオの平均体長組成 
 Fig,129 Size composition of skipjack tuna in the Seas adjace to the Goto Jalande 
 図のようにこの群は７月から１１月にかけてモード48cmから59cmに成長する２歳魚と 
８月から１１月にかけて 35cm から 41cm に成長する１歳魚とからなる。 
２歳魚は７月には黒潮と沿岸水の潮境に滞泳している。８～９月になると北進して男女 
群島附近に達し、時期がすすむにつれて次第に五島灘に移動する。１０月まではここに 
滞留し、１１月になるとトカラ水域を通って南下する。この群は他の海域のものに比して 
成長速度が大きい。しかし性的にはごく来熟なものである。 



 b）南西諸島水域の列島グループ 
 魚体組成は第 130 図、A,B の如くである。A はトカラ水域のもの、B は沖縄水域のもの 
である。  
 第 130 図 南西諸島海域のカツオの魚体組成 
 Fig,130 Size composition of skipjack tuna in the seas aljacent to sonth 

 weatern Jslands 
 まず、トカラ水域のものについてもると、３月から９月にかけて 43cm から 47cm に 
成長する２歳魚と３月から８月にかけて 59cm から 63cm に成長する３歳魚が主群と 
なっている。１０月以降には五島グループが南下して加入するため、モードの分離が 
不明瞭となる。また９月以降にはさまざまなモードをもつ１歳魚が現われる。 
 沖縄水域のものについてみると、２月から１１月にかけて 42cm から 50cm に成長する 
２歳魚と 57cm から 70cm に成長する３歳魚が主群である。また、５月以降には発生時期の 
早い１歳魚のさまざまな群が出現する。 
 この群の移動は以下のように想定される。 
 イ）３歳魚は１～２月に魚釣島近海に現われ、２～３月に北上してトカラ水域に達した 
   後、４月頃から南下し５月以降には久米島附近と先島諸島付近とに滞留し、１０月 
   頃から南方に逸散する。 
 ロ）２歳魚は１月に先島諸島の南側に出現し、２月頃から北上し始めトカラ水域と 
   久米島近海とに到着する。この移動は４月に終わり、上記の２水域に１０月頃まで

に 
   滞留する。トカラ漁場は主として 29°～30°N にあるが、４月から６月に 
   かけては 30°N 以北の水域や種子島の東方沖合や足摺岬沖合方面にも移動する。 
   7 月頃から一部は南方に移動し、先島群島の南方に滞留する。２歳魚の一部は 6 月 
   から 8 月にかけて大東島に移動する。年によっては 10 月に魚釣島、久米島近海や 
   トカラ水域に１歳魚が出現したり、また４歳魚が 8 月から 10 月に久米島附近で 
   漁獲されることがある。 
    このグループの特長は、２歳魚の成長が同一時期の五島グループに比して 
   おそいことを、夏季には成熟し若干の産卵が行われることである。 
Ｃ）伊豆・小笠原列島グループ 
 魚体組成は第 131 図、Ａ・Ｂに示された如くである。Ａは伊豆七島海域、Ｂは 
小笠原列島海域のものである。 
 第 131 図 伊豆・小笠原海域のカツオ魚体組成 
 Fig,131 Size composition of asipjack tuna in the seas adjacent to the IZU and Bonir 
         Jslands 
 伊豆七島水域についてみると、３月から１１月にかけて 42cm から 53cm に成長する 
２歳魚が主群となっている。３月に 51cm４月に 54cm にモードをもつ群はいまのところ 



説明がつかない。9 月から 11 月にかけては、1 歳魚の発生時期の早いものが出現する 
 小笠原列島海域では３月から 11 月にかけて 43cm から 49cm に成長する２歳魚と、 
8 月から１０月にかけて 61cm から 63cm になる３歳魚が主群である。また 9 月から 
11 月にかけては１歳魚が出現する。 
 伊豆七島水域には３月から１１月にかけて２歳魚が滞留し、小笠原水域には２歳魚と 
３歳魚がおそらく周年分布するものと思われる。伊豆諸島水域の２歳魚の一部は 
４・５月に一時瀬を離れ、遠州灘やその南の黒潮流軸部に移動する。 
 この群の特長は南西諸島水域の群と同様に２歳魚の春から秋にかけての成長が 
おそいことと夏には成熟することであり、若干の産卵がここでも行われるものと 
思われる。 
 d）東北近海グループ 
 ５月から１０月にかけて三陸沖合いに現われる典型的な回遊性群で、魚体組成は 
第 132 図に示された如くである。 
 第 132 図 東北海区のカツオの魚体組成 
 Fig,132 Size composition of skipjack tuna in the Tohoku Area 
 第 132 図のように、この海区の魚群の主体は２歳魚で、５月から１０月の間に 45cm 
から 54cm に成長し、成長量は極めて大きいがこれらの群は成熟しない。10 月には 
1 歳魚の発生時期の早いものが出現する 
 東北海区における漁場の拡がりは、戦前には 152°E あたりまであったが、戦後には 
東方に伸び 166°E に達している。 
 東北近海グループの東北海区に出現する回遊経路については、従来常識的に、黒潮に 
乗って薩南から伊豆諸島水域を経て東北海区に至るものといわれてきた。しかし、 
以下のような理由から、伊豆・小笠原列島線の東側を幅広く北上するものと考える。 
 １）もしカツオ群が薩南・伊豆を経て、東北海区に来遊するものであれば、薩南 
   水域や伊豆諸島水域における初期の漁獲量と東北海区のそれとの間に正の相関が 
   みられるはずである。しかし、これらの間には相関が無い、 
 ２）もし伊豆諸島を経て東北海区に来るものであれば、東北海区に最初に来遊した 
   ものと同時期の伊豆諸島水域の体長組成とは一致すべきである。しかし往々に 
   して著しく異なることがある。（川崎、1955ｂ） 
 ３）野島崎東方水域においては、５～６月に東西に伸びるビンナガ竿釣漁場が形成 
   される。このビンナガ漁場の中でカツオが混獲されるが、その混獲の状況をみると 
   ビンナガ漁場を南北に縦断する形となっていて、列島線のすぐ東側の水域では 
   漁獲をみない。このことは、カツオが列島線の沖合を北上することを示唆する。 
   （川崎他、1962） 
 ４）戦前から戦後にかけて、薩南・紀南・伊豆諸島水域で放流された標識魚は、 
   すべて放流点の近くで再捕されている。このことは、島峡水域に分布するものは 



   ほとんど瀬つき性のもので島峡水域が回遊性のカツオの通過する道筋でないことを 
   示している。 
 第５グループとされている東北海区沖合グループについて川崎（1952）は 
 イ）沖合群と近海群に属する３歳魚の大きさには明らかな差異があり、８月における 
   前者のモードは 47～49cm に後者のそれは 51～53cm に現われる。 
 ロ）南群の分布は部分的に重複するが、遷移帯の位置と幅は黒潮の勢力と関連をもち、 
   黒潮の勢力が強いと 移帯は沖合に現われその幅は狭くなる。 
 ハ）沖合群は近海群よりも餌ツキが良い。 
などと述べている。 
 以上のように、日本近海のカツオはイ）魚体組成；ロ）成熟の程度；ハ）成長速度 
などの差異に基づいて５群に分離されている。しかし、これらの差異が先天的な遺伝因子

に 
よるものか、二次的な生活環境の反映によるものかについては明確な見解は示されて 
いない。知見の現状ではやむを得ぬことと思われる。 
 東北海区に出現する魚群の回遊系路について述べられた上述の１）～４）のうち、 
１）と２）とが成立するためには、薩南海区や伊豆諸島海域で行われている漁業から 
得られる情報が、これらの海域における魚群の行動範囲をまんべんなくカバーしている 
との前提が必要となろう。４）については、近年行われた標識放流実験が、薩南海区の 
魚群も、少なくともその一部は東北海区に移動することを示している。（東北水研、1968） 
※昭和 42 年度カツオ漁業検討会議提出資料 
 日本近海にみとめられるとされている５群のポピュレーション構造上の位置づけ、 
言葉をかえると、それらが異なった繁殖集団に属するものか、繁殖集団は同一であるが 
生活領域を異にするために、環境のちがいが形態や生態に差異を生ぜしめたものかに 
ついては、明確な論議はない。しかし、川崎（1965）は、標識放流実験、魚群量の変動、 
繁殖生態などについて、太平洋の各地から得られた知見を総合し、太平洋域のカツオの 
ポピュレーション構造について、以下のような作業仮説を提出している。 
１）太平洋における主要な産卵海域は中央熱帯太平洋域で主産卵期は北半球の夏季である。 
２）主産卵海域で発生したものは、次のように行動する。 
 a）０歳（夏）～１歳（夏） 
  中央産卵海域から、東部太平洋、沖縄、小笠原海域、東北海区などの縁辺海域に 
  次第に移動する。 
 b）１歳（夏）～１．５歳（夏） 
  縁辺水域に添加しはじめる。 
 c）１．５歳（冬）～２歳（夏） 
  縁辺水域への添加完了、全水域へ分布する。 
 d）２歳（夏）～２．５（冬） 



  北部太平洋の外洋から次第に退去する。 
 e）２．５歳（冬）～３歳（夏） 
  30°N 以北の島峡水域から次第に南下する。 
 f）３歳（夏）～３．５歳（冬） 
  縁辺水域から太平洋水域へ次第に移動する 
 
 g）３．５歳（冬）～４．５歳（冬） 
  ４．５歳（冬）～５．５歳（冬） 
  太平洋中央水域に滞留する。 
 
 上掲の作業仮説にしたがえば、太平洋域のカツオは単一の種族に属し、日本近海に 
みられる５群も同一産卵集団から発生したものとなる。また生態（成長）の過程によって 
生活領域を変えることも明らかに示されている。作業仮説は南太平洋に分布するもの 
についてはふれていないが、南太平洋でのマグロ・カジキ類の産卵盛期が南半球の夏季で、 
北半球のそれを半歳ズレることから推すと、南太平洋でのカツオの産卵盛期も南半球の 
夏季となっている可能性が大きい。かような産卵期のズレが同一集団の移動によるか 
個別の集団によるかは、まだマグロ類についても明らかでないが、資源の構造の究明には 
極めて重要な意義をもつもののように考えられる。 
 上掲の作業仮説は主として漁獲対象となっているものに基づいて設定されたものである

が 
須田（1953）は、マグロ・カジキ類に捕食されたカツオについて、季節別、海域別、 
魚体別の出現状況を第 28 表のように示し、あらまし以下のような見解を述べている。 
 
 第 28 図 マグロ・カジキ類の胃内容物中のカツオの出現状況 
 Table Occurrence of juvenile skipjack tuna from stomach contents of tunas and 
        Marlines  

 

 
１）カツオの若年魚が捕食されている割合は、マグロ類よりもカジキ類に大きく、こと

月別 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50以上

1～3 0 0 0 0 0 9 28 14 2 1

12～2 0 1 0 0 0 3 4 1 0 0

3～5 3 17 2 5 2 3 3 1 1 1

6～8 2 32 21 11 66 0 1 1 2 4

3～5 3 9 2 4 1 4 1 3 0 4
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に 
   クロカジキに大きい 
 ２）継続的な資料が少ないので、季節的変化は詳かでないが、資料がやや豊富な小笠原 
   ～南鳥島海域では６～８月に最も多く出現するもののようである。 
 ３）海域別にみると、ミッドウエー北西海区に出現率が大きく、この方面ではマグロ 
   カジキ類の重要な天然餌料となっているものと考えられる。 
 ４）１２月から３月にかけて、小笠原列島近海からミッドウエー方面に至る海域に出現  
   するものでは 30～50cm のものが大部分を占めている。３月をすぎると、小笠原 
   海域の魚体組成が一変し、10～20cm 級が主となる。さらに南方のマリアナ海域に 
   おける３～５月の魚体組成は、小笠原海域とほぼ同様である。 
 ５）小笠原海域で３月を境にその前後で魚体組成に著しい変化がみられる原因は、 
   亜熱帯収斂線の移動とこれに伴う魚群の地域的な移動によるものと想定される。 
   亜熱帯収斂線の以南と以北とでは分布するカツオの若年魚の魚体組成が異なり 
   南には小型魚が北にはやや大型群が主となっている。２～３月には亜熱帯収斂線 
   が最も南下し、小笠原海域は大部分がその北側となる。3 月以降には亜熱帯収斂線 
   が北上し、小笠原海域はその南側に位置するようになる。小笠原海域における魚体 
   組成の季節変化はかような海洋構造の季節変化によって説明され得るものであろう。 
 ６）ミッドウエー方面の海域に 30cm 以上のものことに 40cm 内外のものが数多く出現 
   することは、三陸沖合いでの漁期が終わった後にも、北太平洋流々域中には 40cm 級  
   のカツオが相当たな密度で分布する可能性を示唆する。 
 カツオの成長の過程による生活領域の分離と海洋構造との関係に関する須田の想定は 
極めて興味深いものといえよう。北太平洋流域中に冬季にも 40cm 級のものを中心とする 
大きさの魚が相当た濃密に分布する可能性を述べている点は、川崎の作業仮説とは一致 
しないが、生態の過程による生活領域の分離に関する両者の見解に基づ本的な相違はない 
ものといえよう。相違点をあげれば、生活領域の分離を海洋構造との関係として考察し 
ているか否かである。 
 ２）中部及び東部太平洋のカツオ 
 中部および東部太平洋のカツオの分布に関する知見は、おおむねハワイ諸島近海と 
米大陸の沿岸海域に限られている。これらの海域における漁業は、西部太平洋域の 
それに比して沿岸性が強く、そのため漁業から得られる情報も局地性の強いものと 
なっていて、おこなわれている研究も、その重点がやや局地的な利用度の問題や漁場の 
形成機構にかんするものが多い。それらのうち主要なものについて要点を略記すれば 
以下の如くである。 
 まずハワイ海域についてみると、カツオは周年出現し漁獲されているが、大部分は 
4 月から 9 月の期間に漁獲されている。この期間に漁獲されるものの主体がいわゆる 
漁期型（Season size）のカツオで、体重で 7～9kg、体長で 70～80cm という極めて 



大型のものであり、この漁期型のものの漁況がその年の全漁獲量を左右する。 
 ハワイ近海におけるカツオ漁業の形成機構について Sette（1955）は“北赤道流が 
ハワイ諸島水域を流過するときに渦流が生じ、深層の肥えた水を補償深度に押上げる 
かような発散性の渦の西側の縁に漁場が形成される“と述べている。しかし、次に 
述べるように、この考え方に否定的な見解もある。 
 Seckel,waldon（1960）,Seckel,Austin（1961）;Seckel（1963）らはオアフ島南端 KoKo  
Head における２～３月の表層水温の変動状況からその年のカツオ漁業の予測が可能で 
あるとし、あらまし以下のように述べている。 
 １）ハワイでカツオ漁業の行われている海域の表層水温と塩分の年間に変動幅は 
   それぞれ約３℃と 0.6‰である。月間漁獲量は冬季には約 20 万ポンド、夏季には 
   約 200 万ポンドであり、年による漁獲量の変動は、1957 年の 600 万ポンドから 
   1954 年の 1400 万ポンドとなっている。漁獲量にみられるかような大幅な変動は 
   上記のような温度や塩分の小幅な変動からは説明がむずかしく、海洋循環系の季節 
   移動によって説明が可能になるものと考えられる。 
 ２）ハワイで最も重要な循環系は、北太平洋中央水（North Pacific central water）と 
   北太平洋赤道水（North Pacific eguatorial water）およびカリフォルニア海流続流 
   （California current Extension）である。（第 133 図） 
   カリフォルニア海流続投の塩分は 34.80‰以下で太平洋中央水のそれは 35.00‰ 
   以上であるから、両者の潮境は塩分で知ることができる。カリフォルニア海流続流 
   は、秋～冬季にハワイ諸島の南方に位置するが、２～３月には北上を開始し、 
   ７～８月にはハワイ諸島のすぐ北方に位置するようになり、９月以降には南方に 
   移動する。 
 第 133 図 主要な期待太平洋水型と海流摸式図 
 Fig,133 Schematic chart of the major North pacific water types and current 
  ３）夏季に、カリフォルニア海流続流がハワイ諸島を洗う年には、年間の漁獲量が、

平年より大きくなり、北太平洋中央水ガ、ハワイ諸島を包む年には、年間の漁獲量は 
 
    平年より小さくなる。また KoKoHead における水温の上昇が２月にはじまる 
    年には豊漁で、3 月に始まる年には凶漁となる。（第 134 図） 
 第 134 図 ココ・ヘッドの表層水温とカツオの月別単位漁獲努力量当たりの漁獲率 
      （1951～1960） 
 Fig,134 Relation of the surface water temperature at koko Head and monthly 
          Skip Jack catch per wnit of wbort,1951~1960 
 上記の予測について、Rothschild（1965）はその相関係数は 66％内外で予報としての意

義の 
有無は疑問であるとし、適中としない理由として年級群の強さの如き水温の上昇とは 



無関係の要因を考える必要があろうと指摘している。カツオの発生量に年変動がみられる 
可能性は、日本近海でも指摘されている。ハワイ近海で主漁獲対象となっているいわゆる 
“漁期型”のカツオは５～６歳魚と考えられている。KOKO Head におけるある年の 
２～３月の水温変化の状態とその５～６年前に発生した魚群量との間に相関が認められる 
か否か立証されない限り、Rothschild が指摘したような理由から、Seckel らの漁況予報の 
精度に疑問がもたれるのは当然であろう。 
 Sette の仮説と Seckel らの想定とは全く異質なものといえる。前者は全く局地的な漁場 
形成の問題を扱っているにすぎぬ。Seckel らは、カリフォルニア海流続流域をいわゆる 
“漁期型”のカツオの生活領域と考え、この海流がハワイの漁船の行動範囲内に入る状況 
が年々の漁況に変動をもたらすものとしている。ハワイにおける漁獲物の魚体組成は 
Rothschils（1965）によって第 135 図のように示されている。年によってかなりの変動が 
みとめられるとしても、4～9 月と 10～3 月の期間における魚体組成は著しく異なった 
ものとなっている。 
 
 第 135 図 ハワイに水揚げされるカツオの魚体組成 
 Fig,135 Size composition of skipjack tuna caught by Hawaiian fishery 
 
 かような季節変化は、夏季にはカリフォルニア海流流続域に、冬季には北太平洋中央 
水域に棲息するものが漁獲対象となることによるものと考えられている。 
したがって、生態（成長）の過程による生活領域の分離を反映したものといえよう。 
KOKO Head における２～３月の水温の上昇状況がカリフォルニア海流続流のその年に 
おける移動状況の指標となりうるならば、Seckel らによって提起された上述の漁況予報は、 
利用度の予報としては無視し得ない意義をもつものと考えられる。しかし直ちに豊度を 
含めた予報となり得ないことは、Rothschild によって指摘された如くである。 
 東部太平洋におけるキハダとカツオの分布や豊度と海洋の特性や構造との関係に関する 
Blackburn（1961,1962）の見解については、すでにキハダの項でその概要は記したが、 
要点を抄録すれば、以下の如くである。 
 カツオの分布域は、他の大洋において認められたところと同様に、21℃と 28℃の 
表層等温線に囲まれた範囲である。21℃と 28℃の間にある海域でキハダやカツオが 
密集する原因は、水温よりも飼料の分布が重要な意義をもつものと思われる。飼料生物の 
分布は、湧昇などにより海洋の基づ礎生産力の大きいところに濃密である。 
 以上のうち温度についてみると、東部太平洋のカツオの耐忍温度は 21°～28℃と 
されている。西部太平洋のカツオのそれは、日本近海では 17°～18℃から 28℃の 
間とされ（黒田､1955；川崎､1965）、近年開拓されつつあるいわゆる南方漁場での表層水温 
の上限は 29℃を越えている（笠原・田中、1968） 
 東西両太平洋のカツオにみられるかような耐忍温度の相違が、両太平洋に分布する 



ものの遺伝的な生物学的特性の相違、いいかえると種族の相違によるものか否かは、まだ

明らかにされていない。川崎（1965）は、太平洋のカツオはほとんどすべて中部熱帯太平

洋 
で発生し、若年漁期には周辺の海域に回遊するものと想定している。東部太平洋に出現 
するカツオについて、Rothschild（1965）は後述のように中部熱帯太平洋で発生したもの

と 
想定している。川崎と Rothschild の見解は必ずしも一致しないが、両者の見解を総合する 
と、東西両太平洋のカツオの耐忍温度にみられる差異が、種族の相違による可能性は 
極めて小さいものといえよう。また、日本近海に来遊するものの主群の年齢と東部太平洋

に出現するものの主群の年齢がほぼ一致 
することは耐忍温度にみられる差異が年齢の差異によるものではないことを明らかに 
示している。したがって、東西両太平洋のカツオの耐忍温度にみられる差異を両者の 
生物学的特性の差異に帰せしめることは妥当性を欠くものと考えられ、生活環境の相違の 
反映とみるべきものと思われる。 
 東部太平洋における 21℃と 28℃の表層等温線は第 136 図の如くである。 
（Rothschild,1965） 
 
 第 136 図 東部太平洋における 21℃と 28℃の表層等温線 
 Fig,136 Location of 21°and 28°isotherms in the easterm Pacific Ocean 
 
 10°～15°N 附近の中米沿岸にみられる 28℃の等温線に囲まれた高温帯には 
カツオの分布はみられない。また、この高温帯は、その南北に分布するカツオを分離する 
よう作用しているものといわれている。この水帯にカツオが進入しない理由を Blakburn は

“カツオが 28℃の高温をさけるため”と考え、Rothschild は、“温度も要因であろうが 
この高温帯（cell）自体のもつ海洋学的性質がカツオの進入を妨げるより重要な意義をもつ 
もの“と想定している。10°S を中心とする 130°W 以西の海域にみられる 28℃の等 
温線に囲まれた高温水帯にはカツオの分布が知られていることは注目に値しよう。 
東部太平洋でも、海域によっては 28℃がカツオの分布に制約要因とならぬことを明らかに 
示している。 
 Broadhead・Barrett（1964）は、東部太平洋のキハダとカツオの分布と豊度に影響する 
要因について、大要以下のように述べている。 
 
１）キハダ 
 等温線とキハダの豊度の Contour の春～夏季における北上と秋冬季における南下の 
状況は、Baja California の沖合でとくに明瞭である。中庸度の豊度の区域は 10 年中 
8 年、5 月から６～７月の間に 68°～74°F の海域となっている。Blunt messersmith 



（1960）Schaefer;Chatwin and Broadhead（1961）によって示された標識放流実験の結

果は 
キハダ群の北上回遊のパターンを明確にしている。1957、1958,1959 年などの高水温年 
には、キハダがずっと北方の南カリフォルニア沖合でも漁獲されている。しかし、 
かような高水温年でもキハダ群の大部分は Cedros 島以南に留っている。1957～1959 年 
には、メキシコと中米沖にみられる 86°F 以上の高水温帯をキハダが避けていた形跡が 
ある。 
 ペルー沖以南では、キハダの分布は通常ペルー海流の北側の潮境に限られるが、 
ElNiÑo の現象が現われると、漁場はずっと南方に拡大される。かような年には、 
Chimbote Bank 海域で好漁がみられる。 
 概括的にみて、キハダの分布と表層水温との間の関係は密接なものとはいえない。 
表層水温 68°～86°F の範囲の海域では常にかなりの漁獲がある。しかし、豊度に 
みられる季節的パターンの変化はとくに Baja California 沖合に明瞭であり、漁場の 
南北両限では、表層水温の主な変転季に分布のパターンが変化する。 
 混合層（Mixed layer）の深さとキハダの漁況が年間を通じて著しく変動する中米 
沖合で、キハダの分布密度と混合層の深さとの関係を検討したが、両者の間には 
何の関係も認められない。 
 
 ２）カツオ 
 東部太平洋におけるカツオの分布の様相については多くの研究がある（Schaefer, 
1959;Alverson,1960;Blackburn et al,1962;Radvich,1962） 
 1956 年を除くと、Las Tresmarias 島から Gulf pf tahuantepec に至る 500～1000 
マイル沖にはカツオは殆ど全く出現せず、東部太平洋のカツオは南北両群に分離されて 
いる。北側の魚群は一般的に 20°N 以北に出現し、南側のものは Gulf of Tahuantepec 
からチリー沖にかけて分布する。このような分布域の分離が漁船の稼働状況の反映で 
ないことは、キハダ漁業がカツオの分布しない海域でも行われていることから明らかで 
ある。 
 
２－１）北方漁場 
 春～夏季における等温線とカツオ群の分布密度の contour の北上と、それらの秋～冬季 
における南下の状況は Baja californa 沖合でとくに明瞭である。 
カツオは例年 CapeSan Lucas 沖の表層水温 68°～74°F の海域で獲れはじめる。 
毎年 10～12 月には漁が突然衰え、Las Tres Marias 島から Corrien も岬に至る沖合の 
海域は、カツオが通常漁獲される水温範囲内にあるにもかかわらず、1 月から 3 月には 
この海域にはいうべきほどの漁獲はない。1956 年のような例外的な年を除くと、例年 
カツオが量的に漁獲される北限は Cedros 島であるが、高水温期の 1957～1959 年には 



数百マイル北方の米国とメキシコの国境附近でも大きな漁獲が記録されている。 
この高水温期はまた、Gulfos california から Gulf of Panama に至る沿岸海域には、 
殆んどカツオの出現をみなかった特ほぼな期間となっている。分布の様相は冬から早春に 
かけて沖合の島峡方面にあった魚群が San Lucas 岬海域に入り、沿岸に沿って北上する 
ことを示唆するが、標識放流実験の結果は、かような示唆とよく一致する。 
Schaefer（1961）は Revillagigedo 群等の１つ Roca Partida 附近で 1960 年に放流された 
2364 尾の標識魚中 34 尾が Baja California 沿岸で同じ年の夏から秋にかけて再捕された 
ことを報告している。その後同じ群から放流された標識魚２魚が 1962 年にハワイの活 
餌漁業で再捕されている。別に Baja California 沖で 1960 年に放流されたものが 1962 年 
に同じくハワイで 1 尾再捕されている。 
 北方漁場におけるカツオの分布は 1955 年末から 1956 年まで極めて異常でこの期間には 
かなりの量のカツオが Lastres Marias 島周辺と中部メキシコ沿岸域で漁獲されている。 
漁獲物の多くは大型魚でこの期間の水揚量の大部分を占めている。同時に、Rivellagedo 
群島におけるカツオの漁況も極めて良好で、漁獲物は大型魚となっている。これらの 
大型魚は通常ハワイ海域で漁獲されるものと同様な大きさのものである。 
 稚魚の分布（Matsumoto,1958;Strasburg,1960;Klawe,1963）と成魚の生殖腺の 
発育状況（Orange,1961）に関する研究は、カツオの産卵は殆ど西方沖合で行われる 
ことを示している。これらの知見を総合すると、1956 年の東部太平洋北部漁場に 
おける好漁は、通常の漁場よりも西方の海域に平常は分布している大型魚の流入に 
よるものと考えられる。 
 
 ２－ⅱ） 
 エクアドルとペルー沖では、水温の季節的上昇と下降は、Baja California 沖合の 
場合ほどにはカツオの分布に影響しない。エクアドル沖では４月から５月～６月の期間で 
最盛漁期となっているが、南部漁場では、ほとんど周年海事がある。もっと南方のGuayaguil
湾やペルー海流の潮境附近では、盛漁期は 
９～１２月で２月から４月の高水温期に漁事は最も貧弱である。1951 年から 1960 年の 
間に生じた２回の El Niñ o の現象のうち 1953 年のものは期間が短く、1957 年末から 
1959 年の初期に及んだものは長かったが、これらの高水温期は Chimbote Bank に 
大量のカツオが出現したことと対応している。Chimbote Bank 海域には通常の年、すなわ

ち 
低水温年にはカツオは全く出現しない。 
 南部漁場では大部分の漁獲物が 68°～74°F の海域であげられているが、いくらかは 
この範囲よりかなり低い水温域で漁獲されている。かような低水温域での漁獲は、通常 
カツオが濃密に分布する期間に水温が急低下した場合にみられる。 
 1957 年には 12 月中にカツオの大軍がペルーとチリーの国境沖合に出現した。 



以後は毎年高水温期の 12～2 月に漁事がある。この漁事が El Ni ño 期の水温上昇とは 
無関係なものであることは明らかである。むしろ、西方から偶発的に流入する暖水舌に 
よる水温上昇に伴うものらしく思われる。 
 東部太平洋のキハダの分布について、Broadhead,Barrett が 
イ）表層水温との間には密接な関係が無い。 
ロ）水温躍層との間には関係がない 
としていることは、東部太平洋におけるキハダの分布と環境との関係に関する従来の 
多くの研究の基づ本的理念を否定するものとして注目に値する。イ）とロ）の問題は 
カツオについては明確に論ぜられていないが、キハダの場合に準ずることは上場の 
引用文中に示唆されている。 
 Broadhead,Barrett は、ペルーとチリーの国境沖合にカツオの出現する機構を“西方 
から偶発的に流入する暖水舌が水温を上昇させるため“と想定しているが、かような 
想定には吟味の余地があろう。暖水舌が水温を上昇させ、水温の上昇がカツオを誘致する 
原因となるとみるよりもカツオの棲息する暖水舌が流入するためカツオがそれに伴って 
来遊するとみる方が合理的であろう。El Niño の期間にカツオが Chimbote Bank 海域に 
出現することも同様な理念によって説明さるべきものと考えられる。 
 東部太平洋から得られた上述の諸知見は、カツオやキハダの漁場形成要因に関する 
もので、生活領域の理念に欠け（成長）の過程による生活領域の分離の問題はほとんど無

視されている。しかし、東部太平洋に 
出現するカツオ群の主体が特定な年齢のものであることは明らかであり、年によっては 
高年齢魚が出現する（Broadhead,Barrett,1954）また、この方面で漁獲されるカツオの 
主要な部分が、いわゆる東部太平洋域で Generate されたものではあう、この海域の 
西方につづく中部太平洋で Generate されたものであるとは、多くの研究者の一致した 
見解である。 
 Rothschill（1965）は、IATTC と Biological Laboratory,Honoluli の諸報告に基づいて 
東部太平洋で漁獲されるカツオの起源について； 
“東部太平洋で漁獲されるカツオは、中部太平洋の a）ハワイ海域 b）赤道海域および 
c）Marzuesas 海域で Generate されたもので、とりわけ赤道海域のものが重要な意義をも

つ 
体長 35cm 来満の補充前期の段階では、魚群は耐えず中部赤道太平洋から逸散し、大部分 
が米大陸沿岸に向かい、その一部は Baja California 沿岸域に、他は中南米沿岸に入る。 
東部太平洋域にはいったカツオは、数ヶ月そこに滞留し、体長 55～65cm に達すると 
産卵のため、中部太平洋に戻る。（第 137 図）“との仮説を設定している。その論拠の 
大要は以下の如くである。 
 
 第 137 図 中・東部太平洋におけるカツオの循環摸式図 



 Fig,137 Diagram showing the flow of asinpjack in the central and eastern Pacific 
 １）Klawe（1963）によれば、東部太平洋でのカツオの産卵は極めて極限されたものであ

る。 
  また、Matsumoto（1958）は、カツオの稚魚の出現頻度が 120°W 附近を境に、以東

では 
  以西に比して著しく低下すると述べている（E.H.Ahlstrom すの W.matuumoto 宛の私

信によれば、1967 年には 
  カツオの稚魚が東部太平洋（7°S、119°W）で大量に採取されたとのことである

(Fujino.1967) 
  これに対して中部太平洋での産卵はかなり大規模なものである。これらの知見は、 
  東部太平洋のカツオの起源が中部太平洋にあることを示唆する。 
２）Sprague・Holloway（1962）；Sprague・Hollowayand Nakashima（1963）らは 
  濃密遺伝学的研究（Immunogenetic studies）により、太平洋のカツオには、免疫 
  遺伝学的に分離可能な数群が認められるとしている。Sprague（1963）は、具体的に 
  Ⅰ～Ⅶ群を認め、それらの出現海域について、Ⅰ・Ⅱ両群はハワイ海域に、 
  Ⅲ群は赤道海域に、Ⅳ～Ⅵの３群は南太平洋にⅦ群はミクロネシア海域に分布 
  すると述べている。  
  カツオの産卵状態をみると、中部赤道太平洋では盛期は５～９月とみられるが 
  周年産卵する。ハワイ海域での産卵は北半球の夏季に行われ、Marguesas 海域での 
  これは北半球の冬季に行われる。 
   かような産卵の時空的な不均等性と上記の免疫遺伝学的知見は、太平洋のカツオが 
  均質の単一の Population に属するものでないことを示唆する。 
３）かような見地から、東部太平洋で漁獲されるカツオの Generate される海域として 
  中部太平洋がイ）ハワイ海域、ロ）赤道海域およびハ）Marguesas 海域の３帯に 
  区分された。この区分は専断的ではあるが確からしく思われる。 
４）イ）北半球のカツオが夏季に北限方向の移動を行うと同様に、南半球のカツオは 
  北半球の冬季に南極方向に移動する傾向を示す。Marguesas 海域のカツオが中・ 
  南米の漁場に加入するためには、回遊にわずかでも北方を指向する要素が認められ 
  なくてはならぬが、大多数の魚にはかような要素がみられぬもののようである。 
  ロ）Society 島のカツオは極めて大型であるといわれている。この情報はまだ確かめ 
  られていない。Tahiti 産の 33 尾の体長をハワイ産のものと比較すると、Tahiti 産の 
  ものの方が平均で cm 大きく、同一 Population に属する可能性はきわめて小さい。 
  ハ）Marhuesas 海域のカツオは他の中部太平洋のものとは異なった Subpopulation 
  を構成し、その回遊の習性が北方にある Subpopulation（S）と異なることは注目に 
  値する。もし回遊習性が異なり、北方の Subpopulation（S）が東部太平洋漁場には 
  加入するとすると Marques 海域のものは東部太平洋には加入しないことになる。 



  イ）～ハ）を総合すると、Marquesas 海域のカツオは東部太平洋には回遊しない 
  ものと推定される。 
５）Broadhead・Barrett（1964）の資料によれば、Bujacalifornia と Revillaguged 海域

のカツオの四半期別の体長組成は第 138 図の如くである。 
 
 第 138 図 Baja california と Revillagigedo 海域の漁獲物の魚体組成 
 Fig,138 Length freguency distribution of skipjack taken in the Baja California and 
          Rivillagido regions 
 
 図はある四半期とそれに続く四半期との間に、体長の増加が常にみられるものではなく 
時には小型化したりときには変動がみられないことを示している。相次ぐ四半期間の 
魚体の小型化は小型魚が来遊して前期の大型魚におきかわるか、大型魚が逸散あるいは 
死亡のためいなくなることによるものとみられよう。体長に変化がみられぬことは、その 
間に成長がなかったことか、同じ体長級のものが絶えず添加されたことによるか、または 
成長と成長に伴う逸散が平衡的であることによるものといえよう。魚体が大型化すること 
は大型魚の添加または大型魚が小型魚におきかわることによるものと考えられよう。第 29
表に示された 
ように、大型化する場合は、小型化の場合や変動しない場合よりも少なく、大型化の 
みられるのは、第 3 と第４四半期の間に多く、また Baja California の方が Revillagigedo 
よりも多くなっている。Baja California 
 
 第 29 表 Baja California と Revillagigedo 海域でのカツオの四半期間の体長の増大 
     （＋）減少と変動のない場合（－） 
 
 Table Between quarter mcreases in size（＋）and Stability or decrease in size（－） 
    ｆor major portion of suipjack length distributions sampled from the 
        ｆish taken in the Baja California and Revillagigedo region 

1954 1960
1234 1234
2341 2341
0--0 －－＋.0
000＋ -000Revilla --++ ---+ ---+ --+- -00+

Baja Calif 0+++ --++ --++ ＋－－－＋－－＋
quarters 2341 2341 2341 2341 2341
四半期 1234 1234 1234 1234 1234
年（year) 1955 1956 1957 1958 1959

 
 ※註 ○印は資料なし 
    ○…No date 
 では、第２、第３四半期間には大型化の現象が稀である。また、同一年内とりわけ第 
２・第３四半期間では、異なった年との間よりも安定度が大きい。 
 東部太平洋でも魚体組成には海域差がみられ、モードの体長が 50cm 来満の小型魚は 



Baja california 海域に卓越し、モードの体長 60cm 以上の大型魚は、少なくとも第１ 
四半期に Gulf of California とメキシコ沿岸に最も普通で、中間型のものは Revillagedo 
海域に出現する。 
 ハワイ産と Baja california 産との体長組成を比較すると第 139 図の如くである。 
 
第 139 図 ハワイ産と Baja california 産と第 3 四半期の体長組成 
Fig 139 Length frezuency distribution of skipjack dering the zrd quarter of the year  
       ｆrom fisheries off Baja California and the Hawaiian Jolands 
 
 ごく大まかにみれば、ハワイ産のものは双峯型で、Baja California 産は単峯型と 
いえよう。1954 年と‘60 年には、ハワイ産の小型魚と Baja California 産のものとの 
体長組成はよく似ている。また両海域で漁獲されるものの最小型もほぼ一致している。 
1959 年にはしかし、全く異なった体長組成となっている。第 139 図は、少なくとも 
ある年には、ハワイと Baja California および Revillagigedo 海域のカツオとは体長組成に 
共通な構成分子を含むものといえよう。 
 以上に述べたことは、Baja California と Revillagigedo 海域のカツオが、ハワイ海域 
のみに起源をもつものとは考え難く、赤道海域で Generate されたものが主体となって 
いることを示唆する。 
 メキシコ沿岸で放流された標識魚中、３尾が中部太平洋で再捕されている。 
 （第 140 図）※1967 年にさらに１尾がハワイで再捕されている。 
 
第 140 図 メキシコ沿岸で放流された標識魚の中部太平洋における再捕状況 
Fig 140 Schematic representation of three togged skipjack released off mexico and 
   ｒecaptnred in the central Pacific 
 1 尾は赤道海域で再捕されている。ハワイ海域にはかなり強力な漁業があるが赤道 
海域には殆んど漁業がないことから推すと、再捕尾数は１尾でも。多数のものが赤道 
海域に回遊している可能性が考えられる。 
 ７）ハワイで漁獲されるカツオの大型魚と小型魚の数がほぼ同様であること、漁況に 
季節変化が大きいこと、免疫遺伝学的に少なくとも２つの Subpopulation があると 
されていることなどは、ハワイの漁業に添加されるカツオ中には、ハワイ海域で 
Generate されたもの以外のものも含まれることを示唆する。 
 
 上述の仮説の結論として、Rothschild はあらまし次のような問題点を示している。 
イ）a）中部太平洋が北はハワイから南は Tuamotsu 列島にわたる巨大な単一の 
Population からなるものとして１つの Jone とみるか 
  b）北部および南部の２つの Population からなり、双方が東部太平洋漁場への補充源 



となっているものとして２つの zone に区分さるべきものと考えるか。 
  c）多数の独立の Population があって、それらが種々の割合で東部太平洋への補充源と 
なっているものとして多数の分離した zone を考えるべきか。 
によって仮説の性格は３－zone の概念に基づくものとは異なったものとなろう。a）～c） 
およびその他の場合を考えてみても、３－zones の考え方が現在までに得られた資料に 
最もよく合致する。 
ロ）ここに示した主張のいくつかは実証を必要とする。仮説の最弱点は、Marzuesas 
海域に origin をもつものが中南米の漁場に添加されないとしたことであろう。稚魚の 
時・空的分布の研究が強化されることが要請される。分離の機構が何かは明らかでないが 
免疫遺体学的に分離される多数の群があるとの知見は、問題を一層複雑にしている。 
ハ）この仮説の吟味方法としては、幼魚に関する研究が指摘される。この理由は、 
産卵前の親魚がある期間採捕がされにくいらしいことおよび、幼魚は親魚よりも単一 
遺単学的プールに由来するものらしく考えられることにある。幼魚が、ハワイ諸島、 
Line 諸島、Marzuesas 諸島および Tuamotu 諸島に沿う海域で採集され、それらの 
免疫遺伝学的類縁関係が、既に使用されている試薬によって明らかにさるべきである。 
それによって、東部太平洋のカツオの青年期群の免疫遺伝学的類縁関係と中部太平洋の 
標本と比較が可能となろう。 
 Marzuesas 海域のカツオが、ハワイ海域のものとは異なった Population に属するとの 
Rothschild の論拠は 
 a）Marguesas 海域のものに北方への移動がみられぬこと； 
 b）南北両半球の夏季がそれぞれの海域における産卵期となり、産卵期に半年のズレが 
  みられること 
 c）体長組成に差がみられ、Marguesas 海域のものが平均値で約 5cm 大きいこと、その 
  原因としては Marguesas 海域における漁業規模が小さく、そのため大型魚が 
  より多く残存すると考えられること。 
 d）免疫遺伝学的に異なった群であることが認められていること； 
などに要約され得よう。 
 a）に」ついてみると、夏季に極の方向に、冬季に赤道の方向に移動することは、マグロ 
カツオ類に共通にみられる現象である。南半球の夏季にみられる回遊のみから、Marguesas
海域の魚群の移動に北方への要素がみられないと断ずるのは妥当た性を欠く 
ものといえよう。冬季には北方への回遊がみられることは確実と思われる。 
 b）に示されたような産卵期のズレが Population の分離を示唆することは、すでに 
キハダの場合にも、川崎（1965）のカツオの Population 構造に関する仮説についても 
述べたところである。しかし、かような産卵期のズレが 
ⅰ）ビンナガの場合のように、全く分離した Population の産卵によるものか 
ⅱ）同一 population に属する産卵群が、赤道を越えて南北に移動することによって 



  生ずる現象なのか、 
ⅲ）これらの両者が混合しているのか、 
については、まだ全く知見がない。後述の放射能汚染魚の出現状況をみると、ⅱ）とⅲ）

の場合が無視できぬもののように考えられる。また、魚体組成に発生時の半年のズレを 
反映したものとみられる群の出現が知られていないことも、ⅰ）の可能性に否定的な 
事象といえよう。このことはさらに繁殖領域の南北両限に近いところでの産卵量が 
産卵の中心海域すなわち赤道周辺部のそれよりも著しく小さいか、仮に量的に差異が 
ないとすれば発育途上での減耗率に著しい差異があることを示唆するものであろう。 
これらの問題の解明は挙げて将来の研究にかかっているが、Population の構造の問題 
のみでなく、その量的変動の要因の解明にも重要な意義をもつものと思われる。 
 以上に述べたところは、b）の論拠も Popuation の分離に対する論據としては、充分なも

のとはいえないことを示唆する。 
 c）についてみると、生態（成長）の過程によって生活領域を異にすることは、マグロ・ 
カツオ類に共通してみられるところである。Rothschild 自身も既述のように東部太平洋 
のカツオは青年期群で、産卵群は中部太平洋に分布することを認めている。しかがって 
魚体の大小のみによって Population の分離を論ずることにはなお吟味の余地があり 
Marzuesas 海域にかような大型魚の補充源となる青・少年期の魚群が他とは分離して 
分布することが明らかにされない限り、c）の論拠もまたそのままでは受け入れられ難い 
ものと考えられる。 
 d）の免疫遺伝学的知見については後述する。 
 仮説の論拠の要点としてさきに記した 1）～7）項のうち７）項には、ハワイ近海に出現 
するカツオが単一の Popukation とは考えられぬと述べられ、その理由として 
 ⅰ）小型魚と大型魚がほぼ同数漁獲されること 
 ⅱ）免疫遺伝学的に２群の所在が立記されていること 
などが挙げられている。 
 ⅰ）は漁獲および自然死亡により、大型魚の量は小型魚のそれより少くなるべきで 
ある、との理念に基づくものと思われる。かような理念に基づいて漁獲物から魚群量を論

ずるには、漁業がその population の分布域をまんべんなくカバーしているとの前提か 
漁獲物がその population の魚群量を代表するものであるとの記明を必要とする。 
しかるに、東部太平洋の諸海域の漁獲物には、ハワイ海域の小型魚と同一の構成分子が 
含まれていると述べられている。したがって、ハワイにおける漁獲物がその Population 
の魚群量を代表するか否かについてはなお吟味の余地があろう。また一面では、産卵群は 
中部太平洋に分布することを認めている。したがって、ハワイにおける漁獲物中の小型魚

と大型魚の数が相拮抗するとしても、上述の理念に基づいてこれを Population の相違に 
帰することの妥当た性は疑わしい。 
 Rothschild は彼の仮説中に、青年期群（２～３歳で主力は２歳魚）は、東部太平洋と 



ハワイ海域に出現すること、産卵群（主として２５～６歳魚）は中部熱帯太平洋に分布 
すると述べている。しかし、４歳魚の分布については全くふれていない。その理由は 
４歳魚の分布に関する情報が現在の漁業からは得られないことにあるが、このことは、 
４歳魚が現在利用されている漁場以外の海域に分布することを示唆する。４歳魚に 
関する知見の欠如が彼の仮説に問題点を残した重要な原因となっていることは否めぬ 
ところであろう。メキシコ沖で放流された標識魚が中部太平洋で捕獲された記録 
（第 140 図）が４歳魚の分布の究明に貴重な手掛かりとなるものと思われる。 
Christmas 島とハワイとでは再捕に至る期間に約半年ないし１年のちがいがみられる 
ことは注目に値するものであろう。これと西部太平洋のいわゆる南方漁場から得られつつ 
ある知見とを対比すると興味深いものがあるが、資料の現状では、４歳魚の分布状態を 
具体的に想定することは不可能である。 
 Rothschild は、中部太平洋で Generate されたものの東部太平洋への添加の機構に 
ついてはなにも論じていないが東流する赤道反流が重要な意義をもつものであることは 
当た然想定されるところであろう。ことに遊泳力の小さい幼稚魚の運搬機構としてはこの 
海流の存在は無視し得ないものと思われる。 
 Population の機構は以上のように、漁獲物の魚体組成や外部形態の測定学的比較などの 
生物学的手法をもってしては、殆んど解決不可能といわざるを得ない。川崎と Rothschild 
の仮説を比較すると、前者は太平洋域のカツオを単一の Population とみ、後者は複数の 
Subpopulation によって構成されているとみている点では著しく異なっている。 
しかし、繁殖領域を中部熱帯太平洋とみとめ、青年期群はそこを離れて分布域の辺縁部に 
回遊するとみている点は共通である。このことはカツオもまた生態（成長）の過程に 
よって生活領域を自主的に転換することを示すものである。青年期群の一部は熱帯の島峡 
周辺にも出現するから、この魚の生態（成長）の過程による生活領域の分離の様相は、 
キハダの場合によく似たものといえよう。 
 太平洋のカツオの資源構造について； 
１）Hennemuth（1959）は外部形態の比較から、中部および東部熱帯太平洋には半独立の 
  Subpopulation があると結論し、さらに形態測定法（Morphometric）による 
  Subpopulation の研究の将来性を疑問視している。 
２）Schaefer（1963）は、中部および東部太平洋のカツオの間に、イ）Morphometric の 
  差が認められないこと；ロ）血液型に差異がないこと；ハ）Baja California 沖で 
  放流された標識魚が中部太平洋で再捕されていること；ニ）東部太平洋ではカツオは 
  殆んど産卵しないこと；などから、東部太平洋のカツオの Population に属する 
  少なくとも一部の魚は遠く西方にまで分布する。と述べている。 
 Fujino（1967）は、免疫遺伝学的研究を主とし、上述の諸知見を加えて、太平洋の 
カツオの Population 構造についてあらまし以下のように述べている。 
 a）パラオ近海のものとハワイ近海のものとは別個な Subpopulation に属する。 



 b）日本の沖合で獲れるものもまたハワイ近海のものとは異なったものである。しかし 
  日本近海のものとパラオ近海のものとが単一、均質のSubpopulationに属するものか、 
  分離したものとなっているかは、まだ明らかでない。 
 c）ハワイ海域に出現するものが、単一均質の Population に属するとは考えられない。 
  しかし、Sprague（1963）によって示されたように、１つ以上の Subpopulation に 
  明瞭に分離され得るか、遺伝因子に Cline のある単一の Subpopulation に由来する 
  ものか、はまだ明らかでない。 
 d）中部太平洋と東部太平洋に出現するカツオが共通の Population に属するものか 
  あるいはまた、それぞれの海域に１つの Population がありそれらが他の海域に出現 
  しないものであるかはまだ明らかでない。 
 e）我々の最近の資料は、中部および東部太平洋のカツオの関係に関する Schaefer（1963） 
  と Rothchild（1965）の仮説に低触しない。 
 a）～d）のうち、a）は Sprague（1963）の B 一型群の見解を支持する。b）は川崎の想

定に低触する。c）と d）は Sprague（1963）と Rothschild（1965）の見解に直ちに抵触

するものではない。しかし、問題の解明は将来の研究にかかっている。 
 Population 構造に関する知見のあらましは上述の如くであるが、将来の生物学的手法に 
よっても、近年の免疫遺伝学的手法をもってしても、明快な解明はまだ得られていない。 
ある Subpopulation が特定な海域のみに分布するものであれば、問題の解明は比較的 
容易であろう。しかし恐らくそれぞれの Subpopulation が明確に区分された生活領域を 
もつものではなく、相互に混合し、混合の度合いが問題となるもののように思われるから、 
この問題の解明は極めて困難なものとなろう。 
 太平洋のカツオに関する上述の諸知見は、免疫遺伝学的知見を除くと、主として 
表層漁業から得られた資料に基づいている。マグロ延縄にもカツオが混獲されるので、 
これもまたカツオの分布に関する資料源として利用されている。マグロ延縄漁業の場合 
にはしかし、カツオの経済的意義が極めて小さい為、漁獲物としては無視される場合が 
ないとはいえない。したがって、提出される漁獲成績報告の記録の精度がマグロ類の 
それに劣る可能性を否定できない。また漁具の撰選性から、比較的大型の魚のみを 
選択的に漁獲していることも考えられる。資料の利用に当たっては、上述のような事情を 
充分に考慮すべきである。 
 マグロ延縄で獲れたカツオに関する記述はかなり多いが、いずれもやや局地的なもの 
である。川崎（1964）は、北太平洋流域で冬季に行われるマグロ延縄の操業報告をまとめ 
あらまし以下のように述べている。 
イ）漁期の初期に当たる 10 月にはカツオの出現する海域の南北幅が大きいが、出現海域は 
時日の経過に伴って南下するとともにその幅を減し、２月頃には最も狭く、30°N を 
中心とした海域に集中する（第 141 図） 
 



 第 141 図 マグロ延縄へのカツオの出現状況 
 Fig,141 Occurrence of skipjack tuna to the longline fishery in the North Pacific 
         Current area 
ロ）出現海域は日本近海からミッドウエー方面まで続いている。このことは、日本近海の 
  カツオとハワイ海域のものとが交流することを示すものといえる。 
  Miyake（1968）は全太平洋域にわたる資料をまとめ； 
イ）マグロ延縄にカツオが出現する海域は 40°S から 40°～45°N に及ぶ。 
ロ）資料の範囲では、釣獲率は周年を通じて北太平洋よりも南太平洋に大きい。 
  このことは、分布の実態の反映が資料の誤差によるものであろう。 
ハ）同じ海域で同じ季節に延縄と活餌漁業とで漁獲されたものの魚体を比較すると。   
  延縄漁獲物の方が大型である。かような差異は漁具の選択性によって生ずるもの  
  といえる 
ニ）現在使用されつつあるマグロ延縄では、鈎の到達深度は最高 150ｍ附近であると 
  されている。実際にカツオが釣れた深度は判断できないがカツオが釣れた場合の 
  表層、10～25ｍ層、50ｍ層および 100ｍ層の水温範囲は第 30 表の如く、 
  全体としては 14℃来満から 30℃以上に及んでいる。 
 
第 30 表 マグロ延縄にカツオが漁獲されたときの水温範囲 
Table30 Deta and catch of skipjack associated with water temperature at 

 various depth 
 
a）表層 
    水温（℃） 

＜ 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ＜
A 5 3 3 4 9 30 21 9 14 22 24 15 7 7 11 62 52 3
B 0 0 0 0 0 9 9 1 3 5 5 6 1 3 4 22 22 2
C 0 0 0 0 0 30 43 11 21 23 21 40 14 43 36 34 42 67
D 0 0 0 0 0 102 68 13 5 9 6 13 10 34 10 83 75 6
E 0 0 0 0 0 3.4 3.2 1.4 0.4 0.4 0.3 0.9 1.4 4.9 0.9 1.3 1.4 2.0   

 
b）10～25ｍ層 
   水温（℃） 



＜ 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ＜
A 5 3 3 3 7 26 28 8 13 16 20 13 4 8 10 82 36 0
B 0 0 0 0 0 9 9 1 3 3 4 6 1 3 4 32 14 -
C 0 0 0 0 0 35 32 13 23 19 20 46 25 38 40 39 39 -
D 0 0 0 0 0 83 87 13 5 4 4 13 10 34 10 99 45 -
E 0 0 0 0 0 3.2 3.1 1.6 0.4 0.3 0.2 1.0 25 4.3 1.0 1.2 1.3 -

 

 
c）50m 層 
  水温（℃） 

＜ 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ＜
A 29 11 6 11 18 30 20 21 14 14 19 24 24 24 27 7 3 0
B 4 3 2 3 2 11 3 5 3 5 6 3 6 14 14 3 3 -
C 14 27 33 27 11 37 15 24 21 36 32 13 25 58 52 43 100 -
D 5 4 6 7 9 118 39 20 20 14 39 5 14 72 23 6 13 -
E 0.2 0.4 1.0 0.6 0.5 3.9 2.0 1.0 1.4 1.0 2.1 0.2 0.6 3.0 0.9 0.9 4.3 -

 

 
註 A；全操業回数 B;カツオのつ入れた操業日数 C;B／A×100 D;全漁獲数 
 E;D／A 
温度を示す数字は１℃の幅をもつ。例えば 15℃は 15～15.9℃を示す。 
 
ホ）概括的にみて、カツオの漁獲は、北太平洋中央水（North Pacific Central Water） 
  域と北太平洋赤道水（North Pacific equatorial water）域に少ない。このことは 
  既往の知見に低触しない。 
ヘ）日本の東方の 30°～40°N の海域で、特に冬季にとれるカツオは、異なった海域に 
  由来する二つの構成分子からなる可能性が考えられる。第一のものは体長 60～70cm 
  のもので、日本の表層漁場から移動したものであり、第二のものは体長 70～80cm の 
  もので、熱帯の繁殖領域から北方に移動したものである可能性が考えられる。北部 
  太平洋におけるこれらの魚の見かけ上の分布密度が低緯度海域のそれより小さいこと 
  および分布の季節が一致しないことは、夏季にはこれらの魚は北部太平洋には滞留 
  せず、少なくともあるものは産卵の行われる低緯度海域に戻ることを示唆する。 
   この研究に用いられた資料の範囲では、これらの魚が川崎（1964）が想定して 

いるように、ハワイ海域に由来するものか否かを明らかにすることはできない。 
ト）西部太平洋からハワイ近海に至る赤道海域のマグロ延縄にカツオが殆んど切れ目なく 
  漁獲されていることは、この広汎な海域にこの魚がほぼ連続的に分布していることを 



  証明する。しかしそれらが遺伝的に異なった産卵集団に分離され得るか否かは資料の 
  範囲では明らかでない。 
などと述べている 
 第 30 表に示されたマグロ延縄への出現率 C（B／A×100）と表層水温との関係を 
みると、出現率の大きい水温範囲は 18°～20℃と 26℃以上となっている。別に 
24°～25℃の範囲でも出現率が大きくなっているが、資料の誤差によるものか否かは 
明らかでない。 
 以上の事象に対して Miyake の見解は述べられていない。しかし表層水温 26℃以上の 
資料は熱帯海域で得られたものとみられる。第 30 表は、熱帯海域ではカツオの分布と 
表層水温の間には直接的な関係はなく、いわゆる至適水温（Optimaltemperature）と 
いうべきものが認められないことを示唆している。このことは笠原・田中（1968）が 
いわゆる南方漁場における漁場水温（表層）として示した第 142 図からも明らかに 
認められる。18～20℃の水温範囲の資料は、北太平洋流々域からのものと認められ 
マグロ延縄漁業の行われる冬季のこの海域の表層水温を代表するものとみられる。 
したがって、これもまた至適水温とみるよりは単なる生活領域（漁場）の代表的水温と 
みるべきであろう。 
 
 第 142 図 南方カツオ漁場の漁場水温 
 Fig,142 Suedace water temperature of the ground in socalled southern ground 
 
 北部太平洋（北太平洋流）域中のカツオの大型魚が、夏季には分布しないであろうとの 
想定にはなお吟味の余地がありそうに思われる。夏季にはこの方面にマグロ延縄操業が 
殆んどないため分布の有無は明らかでない。しかし、かような高緯度海域に、密度は 
小さいが大型魚が周年分布することがキハダやメバチについて知られている。 
かような大型魚の生態的な意義は明らかでないが、同様な事象がカツオにもみられる 
可能性を示唆するものであろう。 
 第 28 表尾に示されたように、冬季にミッドウエー近海で獲れるマグロ・カジキ類の 
胃内客物中に体長 30～50cm のカツオがかなり多数出現することは、冬季の北太平洋流域 
には種々の年齢のカツオが分布することを示すものといえよう。ビンナガ・メバチなどの 
分布状態から推すと、これらの異なった年齢のカツオが一様に混然と分布するものでは 
なく、大型魚は東方に漸増し、小型魚は北方に漸増する傾向がみられる可能性も考え 
られる。もし、そのような傾斜があるとすれば、そのことは方面のカツオの補充機構の 
考察に重要な手掛かりとなり得るものと思われる。 
インド洋や大西洋のカツオの分布については、まだ言うべきほどの知見はない。 
 


