
 

Ｇ、カジキ 
  カジキ類の分布に関する主要な資料源はマグロ延縄漁業の操業報告である。日本には

その他に、特にメカジキを対象とするいわゆるメカ縄があり、北太平洋流々域を主要な漁

場としている。また九州西方、伊豆諸島、三陸などの沿岸海域では銛を使用する突棒漁業

（台湾でも行われ、黒潮流域を漁場としている。また地中海にも同様な漁業がある）があ

り、これらの漁業から得られる情報も資料源として利用されている。欧米諸国ではメカジ

キ以外のカジキ類は殆ど食用とはならず、これらの魚を対象とする漁業も殆んど行われて

いない。しかし遊魚の対象となっており、遊漁者から提供された記録が研究資料に利用さ

れている。 
 カジキ類は一般的にみてその産業的意義がマグロ類に劣るため、漁業生物学的研究はマ

グロ類に比してかなり立ち遅れており、分布に関する知見も極めて断片的なものにすぎな

かったが、マグロ延縄漁業平年漁況図（水産庁南海区水産研究所編集、1954,1959）の編集

によって産業的に重要なマカジキ、クロカジキ、シロカジキおよびメカジキについては、

経・緯度各１°区画内の平年的な釣穫率が示され、これらの魚のインド・太平洋における分

布の様相が論じられている。太平洋におけるマカジキ・クロカジキおよびシロカジキの分

布の中心域は第 37 図に摸式的に示された如くで、種による生活領域の分離はかなり明瞭で

ある。しかし、生態（成長）の過程による生活領域の分離を詳しく論じ得るほどの知見は

まだ得られていない。 
 知見の最も豊富な太平洋のものを中心に分布の様相を記せば、以下の如くである。 
 
Ｇ－１、フウライカジキ 
 中村（1937a；1949;1953）は、この魚は外洋性の著しいもので、沿岸域には稀であり、

内海性の海にはほとんど出現しないとし、当時の飼料から台湾東方沖合 150 カイリ附近で

は冬季に分布密度が大きくなるものと想定している。また冬季に台湾東方沖合に出現する

ものの生殖腺がよく発達し、成熟卵巣卵が往々にみられることから、この方面の海域への

回遊を産卵と関係をもつものと想定している（中村、1937b）Royce(1957),上柳（1963b）
らも、この魚が外洋性のものであると認めている。 
 Howard Ueyanagi(1965)は日本の延縄漁業から得られた資料に基づいて、この魚の 
太平洋における分布についてあらまし以下のように述べている。 
１）この魚は熱帯から亜熱帯に及ぶ広大な海域に分散的に分布し、全般的に分布密度は小

さい。しかし、15°～30°N の北西太平洋では、11 月から 2 月にかけて分布密度が増大する 
２）年間を通した分布図をみると中村（1953）Royee(1957)および上柳（1963B）らの記述

の妥当性が認められる。また Marqnesas 海域（5°～10°S、130°～140°W）に濃密分布域が

みられる。 
３）これらの二つの濃密分布域は、マカジキとクロカジキの濃密分布域が重なる境界に当

るもののようである。このことから資料がさらに豊富になると、同様な事象がマカジキと



 

クロカジキの分布域の境界全域にみられる可能性が考えられる。 
４）太平洋全域におけるこの魚の季節移動を正確に示すに足るほどの資料はない。しかし、

北西太平洋域では１１月から２月に分布密度が増大する。この分布密度の増大は産卵に関

連をもつものと考えられている（中村、1953；上柳、1962） 
５）Postlarvae の出現状況と成熟魚の分布状態は、この魚が熱帯から亜熱帯に至る全太平

洋域で産卵することを示している。しかし、北西太平洋での産卵盛期は冬季と認められる。

幼稚魚の出現状況は第 143 図の如くである。 
 
第 143 図 太平洋におけるフウライカジキの幼稚魚の出現状況 
Fig,143 Occurenee of potlarvae and young shortbill spearfish in the pacific Ocean 
 
６）以上の知見と資料は、この魚の幼稚魚と成魚は同一海域に分布することを示唆する。 

Houaed Ueyanagi の上述の知見によれば、この魚では生態（成長）の過程による生活領域

の分離はみとめられないことになる。また北西太平洋におけるこの魚の産卵盛期が冬季と

なっていることは注目に値する。後述のように、他のマグロ・カジキ類ではかようなやや

高緯度の海域における産卵盛期は、すべて春～夏季となっている。 
 
G-2 バショウカジキ 
 中村（1937a,’43,’49,’53）は、台湾近海から西部熱帯太平洋および東部熱帯インド洋に至

る諸海域からの諸資料に基づいてこの魚が； 
イ）島峡近海に多いこと 
ロ）しばしば沿岸の定置網に入網すること。 
ハ）台湾東方沖合には、春～夏季と 10 月を中心とした秋季に多く、南支那海には春～夏季

に多く、この方面ではこの魚を目的として延縄漁業（バレン網※バレンは鹿児島県方面の

バショウカジキの方名）がこの季節に行われること。 
ニ）春～夏季に台湾近海に出現するものは産卵群であること。 
など記述している。 
 古藤他（1959a）は、1954 年 4 月ないし 1955 年 3 月に 160°W 以西の中・西部太平洋と

東部インド洋から得られた資料に基づいて、経緯度各１°区画内の延縄操業１回当たりの漁

獲尾数の分布を第 144 図のように示し、この魚の中・西部太平洋における分布をあらまし

以下のように述べている。 
イ）分布密度は 10°N から 10°S に至る間の島峡近海に大きい。 
ロ）10°N 以北でもバシー海峡からその東方につづく海域および東支那海などには分布密度

が大きい。 
ハ）大陸や島峡の近海を離れた洋心部には分布密度が小さい。 
ニ）鹿児島湾内（※豊後水道の奥、駿河湾などにも出現し、稀には瀬戸内海にも出現する



 

ことが知られている）の定置網でも漁獲をみるが、かような事象は他のカジキ類には全く

みられぬところである。 
ホ）上述のように、この魚の濃密分布域は、島峡尾の近海や大陸棚に接した海域に限られ  

ている。 
 
第 144 図 延縄１操業当りのバショウカジキの漁獲尾数の分布 
Fig,144 Geographical catch-rate distribution of sailfish catch-rate in represented by  

Catch per one set of longline 
 
 この魚の経済的意義は、漁獲量からみても価格からみても、他のマグロ・カジキ類に劣

るため、一般の漁船からの資料の精度は必ずしも満足すべきものではなく、かような事情

から、この魚に関する研究はやや立ちおくれている。しかし、台湾近海や東支那海方面で

行われる小型船による地域的な漁業では、かなり重要な漁獲物となっている。古藤他（1959a）
は、鹿児島・串木野などを根拠とする漁船の資料から、東支那海（ここでは、100 尋線以西

の大陸棚上海域を東支那海、以東を沖縄海域と呼ぶ）におけるこの魚の分布を、あらまし

以下のように報告している。 
イ）東支那海はこの魚の分布の北限に近く位置している。この海域に出現する魚群は  台

湾東方を４～８月に北上したものである可能性が考えられる。 
ロ）この魚は東支那海に周年分布するが、主要な分布域は 25°～28°N の範囲で 30°N 以北

には濃密分布域がみられない。30°N 以北に濃密分布域がみられないことは、他のカジキ科

魚類の分布の様相と著しく異なっている。 
ハ）釣穫率の季節変動は第 145 図の如く、3 月に著しいピークが現われ、以後 6 月まで急

低下し、7 月以降漸増し、11 月に第２のピークが現われる。3 月を中心に好漁がみられるが、

かような漁況変動はこの海域の他のカジキ類にはみられぬところである。5～6 月の釣穫率

の低下は、成熟群の南方産卵海域への逸散と考えられる。7 月以降における釣穫率の向上は、

補充群の添加によるものと考えられる。 
 
 第 145 図 東支那海におけるバショウカジキの釣穫率の季節変化 
 Fig,145 Seasonal fluctuation of hook-rate for sailfish in the East China sea 
 
  
ニ）漁場は 7 月以降漸次北上し、8～9 月には 28°～29°N°を中心とした海域に移動する  

10 月以降には反転して南下し、25°～28°N の範囲が中心漁場となるが、釣穫率は南高北低

となる。 
ホ）東支那海と沖縄海域での漁獲物の魚体組成の季節変化は第 146 図に示す如くである。  

東支那海についてみると体長範囲は 105～240 ㎝（体重にして約 4～82.5kg）で、135～190



 

㎝（約 22.5～41kg）のものとりわけ 165 ㎝以上のものが多く、全体の 80％弱を占めている。

1 月以降モードの位置は、次第に大きい方に移動し、3～4 月には 175～180 ㎝に現われる。  

5 月以降には 180 ㎝以上のものが急減する。6 月には体長組成が一変し、それまでの単峰型

が双峰型となり、160 ㎝以下の小型魚が急増する。かような変化は成熟魚が南方の産卵海域

への逸散と小型魚の添加によるもので、この季節に魚群構造が質的に変化することを示す。

以後にはモードの体長が次第に大きくなるとともに、魚体組成は再び単峰型となる。東支

那海を通じてみると、大型魚の割合は南方に大きく北方に向かって漸減する。 
   沖縄海域では、資料が乏しく充分な比較はできないが、魚体組成の季節変化は原則

的には東支那海のそれに一致するものとみられる。 
 
 第 146 図 バショウカジキの体長組成 
       左・・・東支那海 
       右・・・沖縄海域 
 Fig,146 Size frequency distributin of sailfish Left…East china sea  Right…Okinawa 

 Area 
 ヘ）肥満度は 4 月以降急低下し、7.月に最低となり、以後は漸増して 11 月から 4 月まで   

ほぼ一定している（第 147 図） 
 第 147 図 肥満度の季節変化（バショウカジキ、東支那海） 
 Fig,Seasonal fluctuotuetion of batneess (Sailfish in the South China sea) 
 
ト）6 月における釣穫率の低下は、魚群の交替木ということで説明できるが、12～1 月の  

低下は、かような魚群内部の質的変化とは認められない。低下の理由はいまのところ明ら

かでないが、漁船の稼働状況などによる見かけ上のものである可能性が考えられる。 
チ）矢部（1953）は南西諸島近海や東支那海で獲れること魚の生殖腺が台湾近海で春～夏

季に獲れるもののそれに比較して著しく未熟であり、東支那海で産卵する可能性はないと

報告している。したがって、この方面の分布するものは索餌期の魚群と考えられる。 
リ）東支那海と沖縄海域のものについて比較すると、 
 ⅰ）漁況の季節変化、魚体組成の季節変化などは、原則的にみて一致するものと認めら

れる； 
 ⅱ）放射能汚染魚（※後述に詳述する）が両海域に出現していることなどは、両海域間

に魚群の交流が行われることを積極的に示している。しかし 
 ⅲ）魚群の逸散と添加の時期が沖縄海域では５月とみられ、東支那海の場合との間に   

約１ヶ月のズレがみられること、 
 Ⅳ）放射能汚染魚が第 31 表のように、東支那海では魚群の北上期には出現せず８月   

以降の南下期にのみ出現し、沖縄海域ではほとんど 5～7 月に出現していること。などは、

両海域間の魚群が常時交流しているものではなく、特定の季節のみに交流する可能性を示



 

唆する。したがって東支那海の魚群はかなり独立的な性格をもつものと考えられる。黒潮

流域と東支那海の混合水域という生活環境の相違が、魚群の常時交流を妨げているもので

あろう。 
 
 第 31 表 放射能汚染バショウカジキの出現状況 
 Table 31 The oneurence of sailfish contaminated with radio-activity 
 

海域／月 5 6 7 8 9 10 11

沖縄海域 6 5 7 - - 2 1
東支那海 - - - 2 5 27 32  

 
 古藤他は上述のように、東支那海の魚群はかなり独立性の強いものと想定している。そ

の論拠は、イ）新たな補充群の補充される時期が、接続する沖縄海域よりも約１月おくれ

ることと、ロ）放射能汚染魚の出現状況が沖縄海域の場と著しく異なることにある。しか

し、東支那海では産卵しないという矢部（1953）の知見は、この海域に独立の繁殖集団の

所在を否定し、この海域に出現する魚群は他海域から補充されたものであることを示すも

のである。西部太平洋におけるこの魚の仔・稚魚の出現状況は第 148 図（上柳・1963a）の

如くである。東支那海へのこの魚の補充機構については明確な知見はないが海洋構造から

みても第 148 図から推しても、東に接続する沖縄海域すなわち黒潮流域から補充されると

みるのが最も妥当であろう。 
 
 第 148 図 西部太平洋におけるバショウカジキの Postlarval の出現状況 
 Fig,148 Occurrence of postlarval sailfish in the weeteen pacific 
 
 ６月にみられる魚体組成の変化と夏季に肥満度が低下することから、６月が魚群の交替

期であるとの古藤他の想定は妥当なものといえよう。第 147 図によれば肥満度は５月に低

下しはじめている。肥満度の低下が新たな添加の反映であるとの前提に基づけば、添加は

５月にはじまっていることになり、量的な問題を除くと、沖縄海域との間の添加期のズレ

はあっても著しいものとはいえないことになる。春～夏季が魚群の北上期に当ることから

推すと、これらの海域への魚群の添加は南方からはじまり、東支那海ではまず魚釣島方面

に添加され、添加されたものが次第に北上するとともに、添加される場所も時とともに北

上するものと考えられる。第 146,147 の両図は、東支那海を一括したもので、上記のよう

な添加期の海域差の有無の検討はできないが、資料はすべて漁船からのものであるから、

両海域における漁業の地域的な偏りがみかけ上添加期のズレとなっている可能性も考えら

れる。 
 東支那海への魚群の添加が春～夏季に行われるとみられることは上述の如くである。し



 

かし、放射能汚染魚の出現状況は、春～夏季における添加に否定的で、主要な添加期が９

月を中心とした魚群の南下回遊期となっている可能性を強く示唆している。放射能汚染の

機構は明らかにし得ないが、この海域で９月以降に汚染されたものでなく、他海域で汚染

されたものが来遊したものとすると、秋季の添加群は春季のものとは経歴を異にする可能

性が考えられる。 
 春秋両季の東支那海への魚群の添加機構について、古藤他は、上述の諸知見に中村(未刊)
の“台湾東方の黒潮流域中の漁獲物と南支那海で獲れるものとの間には魚体組成に相違が

みられ、後者には小型魚の割合が大きい“との知見を加え、春季に補充される小型群の主

体は、沖縄海域からのものではなく、南支那海から黒潮海域の西側を通って補充されるも

のであろうと想定している。しかし、台湾海峡にはこの魚の出現が記録されていないから、

南支那海の魚群が北上するとしてもその経路は黒潮流域であるとみるのが妥当であろう。 
 東支那海への魚群の添加機構は上述のようにまだ明らかでないが、添加が春・秋二季に

行われることには疑問の余地はなさそうである。また、主となる添加が春・秋両季のいず

れであっても、この海域の魚群は他からの補充によって維持されているもので、生態的に

は索餌期のものであることも明らかであるといえよう。この海域に入った魚群がある期間

この海域にあって固有の行動を行うことはあり得て当然であろう。また、この海域と沖縄

海域との生活環境としての性格のちがいが、両海域間の魚群の交流に障壁となり、常時の

交流を阻んでいることもあり得て当然と考えられる。かような状態にあるからといって、

東支那海に分布するものを独立性の強い集団とみることは、当を得たものとは考え難い。

要は、ある集団の一部が索餌のため来遊し、ある期間この海域に滞留し、成熟とともに南

方の繁殖領域に逸散するものとみるべきであろう。 
 既述のように、台湾やフィリピン近海では、産卵群の来遊により６～７月を頂点として

５～８月に分布密度が増大する（中村、1937.‘43、’49）。これに対し、赤道を距てたニュ

ーギニア方面で は 10 月を頂点とし て 9 ～ 12 月に分布密度が大きくなる

（Howard,Ueyanagi,1965）。前者の場合から推すと、後者の分布密度の増大も産卵群の来

遊によるものと考えられる。 
 これらの低緯度海域の他、西部太平洋では日本近海の黒潮流域とかオーストラリア東岸

の東オーストラリア海流域などでは、かなりの高緯度海域にもそれぞれの夏季に出現する。

これらの高緯度海域に出現するものは、すべて性的活性の低い索餌期のものと知られてい

る。 
 幼・稚魚の出現状況は第 148 図の如く、北西太平洋における出現海域は、成魚の分布域

とともに、おおむね黒潮流域に一致する（上柳、1963a）,体長 10～70 ㎝程度の若魚は向光

性が著しく、日本近海でも焚入網に往々にして入網する。南支那海の沿岸にも出現が知ら

れている（中村、1949）が、かような若魚の分布の様相についてはまだ知見が乏しい欧米

諸国では一般に、カジキ科の魚は遊漁の対象なっているだけで産業的には殆どなんの意義

もない。しかし、ハワイには日系人による小規模なマグロ延縄漁業がありカジキ科魚類も



 

食用に供される。バショウカジキも漁獲され、分布密度は５月を中心とした数ヶ月間に大

きくなるもののようである(Howard,Ueyanagi,1965)東部太平洋におけるこの魚の分布に

関する資料は、従来は主として遊漁者によって提供されていた。日本のマグロ延縄の進出

によってさらに多くの資料が蒐集されているが延縄による資料はまだ殆んど整理されてい

ない。Howard,Ueyanagi(1965)によれば、東部太平洋におけるこの魚の分布に関する知見

は、あらまし以下の如くである。 
 カリフォルニア湾での分布の北限は 30°N 附近で、本土側では Puerto Lobos 半島側で

は San Luis 島あたりまでとなっている。この魚はマカジキとは異なり、カリフォルニア沿

岸域までは回遊しないものの如く、太平洋では 21°N 附近にある San Lucas 岬より北方に

はほとんど出現しない。分布の南限はほぼ 5°S のペルー沿岸となっている。 
 上記の分布範囲にはおおむね周年分布し、分布密度の季節変化も知られている。この魚

とマカジキとは分布範囲を同じくしているが、両種の最高分布密度に達する季節は往々に

して異なるもののようである。 
 パナマ湾にはほぼ全域にわたって分布し、陸岸にかなり接近して分布する傾向がうかが

われる。周年分布するが 6～9 月を頂点として、4・5 月から 11・12 月に分布密度が大きい。

この湾内ではこの魚が南北の方向に動くことを示す若干の知見が得られている。 
 若魚の出現がメキシコやコスタ・リカの沿岸から二・三の人々によって知られている。 

この魚はインド洋にも分布するが、この方面における分布の詳細はまだ明らかにされてい

ない。太平洋の場合から推して、洋心部における沿岸域に分布密度が大きいものと思われ

る。 
 
 G-3 マカジキ 
G－３－１ 北太平洋のマカジキ 
 中村（1949）は台湾近海を中心に、西部熱帯太平洋や東部熱帯インド洋などから得られ

た資料に基づいて、西部太平洋におけるマカジキの分布をあらまし以下のように述べてい

る。 
イ）この魚はインド・太平洋の熱帯から温帯の外洋に広く分布している。しかし照南丸（旧

台湾総督府水産試験船）の調査結果からみると、20°N 以南のフィリピン東海における夏

季の分布密度は極めて小さいものと考えられる。日本近海における分布の北限は 42°N 附

近といわれ、九州の南西沖合から対馬海峡に至る海域、紀南、伊豆、房総および三陸沖合

などが著名な漁場となっている。 
ロ）台湾東方沖合では突棒」漁業によってかなりの量が漁獲されているが、分布密度は  

距岸 30 カイリ以内の黒潮流域に大きく、それより沖合では小さいもののようである。 
ハ）台湾東方沖合における突棒漁業の漁期は 10 月から翌年 3 月までであるが、漁期の初期  

にはシロカジキが卓越し、中期にはマカジキが漸増し、末期になるとクロカジキが増加す

る傾向がみられる。 



 

ニ）マカジキが増加する漁期の中期には距岸 150 カイリ附近の外洋にコカジキの分布密度

が大きくなる。 
ホ）南支那海やスルー海にも分布する。南支那海では 3 月頃に安南沖合から海南島沖合に  

分布密度が大きくなる。 
ヘ）黒潮の源流部や南支那海で獲れるカジキ類をみると、一般に季節によって性比が著し

く変化する。例えば、クロカジキでは 10 月から 4 月頃までは♀が圧倒的に多く 5 月から♂

が増加しはじめ、7～8 月には♂は圧倒的に多くなる。かような現象はマカジキではクロカ

ジキよりも若干早期に現われ、シロカジキではクロカジキに約３ヶ月おくれて現われるも

ののようである。延縄の漁獲物でも、餌を使用しない突棒の漁獲物でも、性比の季節変化

は軌を一にしているから、♀・♂の食性のちがいが漁獲物の性比をかえるとは考え難い。

したがって、性によって回遊を異にするものと考えられるが、恐らく産卵活動と密接な関

係をもつものであろう。 
 
 上記のうちニ）に記されたコカジキはマカジキの若魚であることが明らかにされている。

したがって、成魚と若年魚とが行動を異にする可能性が示唆されていることになる。 
 古藤他（1959）、古川他（1958）は東支那海に出現するマカジキについてあらまし以下の

ように既述している。 
イ）東支那海とその東方に接続する沖縄海域（海域の設定法はバショウカジキの場合と  

同じである）における延縄漁獲物の魚種組成は第 149 図の如くである。東支那海には沖縄

海域に出現するクロカジキとマグロ類は出現しない。 
 
 第 149 図 東支那海と沖縄海域における延縄漁獲物の月別魚種組成 
 Fig,149 Specis composition of longline catch by month in the East China sea and 
         Okinawa area 
  A、東支那海（East China sea） 
  B、沖縄海域（Okinawa area） 
 
ロ）平年型の漁況の季節変化 
７～９月；－東支那海では 100 尋線に沿ってかなり幅広く漁場が形成される。漁場の北縁

は済州島と五島列島を結ぶ線に及び、釣穫率は年間を通じて最も高く、特に 100 尋線の東

寄りに高い。漁場の南縁は 27°N 附近にあり、この方面でも釣穫率は比較的大きい。沖縄

海域では 7～12 月にわたって殆んど漁事がない。 
１０～１２月；－漁場の形成域は前節と殆んど変らないが、釣穫率はゆるやかな北高南低

型となり、魚群が北部ほど密集する傾向がうかがわれる。 
１～３月；－漁場の範囲が縮小し、年間を通じて最も南に偏る。釣穫率は低く、30°N 以

北には全く漁事がなくなる。沖縄海域では、種子島、奄美大島近海に僅少な漁事がみられ



 

る。 
４～６月；－前節に比べて漁場は北方に拡大され、漁況を活況を呈する。釣穫率は南高北

低の傾向を示す。沖縄海域では全般的に釣穫率が高くなるが 29°N 附近で最も高い。 
ハ）魚体組成の季節変化 
ⅰ）東支那海 
 この海域での漁獲物は魚体組成の季節変化が著しい。４～６月には比較的小型群の割合

が大きいが次第に大型群が増加し、１１～１２月に最も大型化する。以後急速に小型化し、

３～５月に最も小型となる。しかし、地域的にみると、南方に小型群の割合が大きく、北

方に大型魚の割合が大きく漁場の北限附近では体長 155 ㎝以上の中・大型群のみが漁獲さ

れている。 
ⅱ）この海域の魚群は殆ど 125 ㎝級と 155 ㎝級のもので構成され、155 ㎝以上のものは極

めて少ない。魚体組成に季節変動が殆んど認められない。このことは、上記のような体長

級のものが次々に補充されるとともに、ある大きさのものは他海域に逸散することを示唆

する。 
ニ）魚群の移動 
 北太平洋の中緯度海域の全般にわたってみられるところと同様に、東支那群と沖縄海域

でも、マカジキは４月に北上しはじめる。140°E 以西の黒潮反流域に来遊する群では５～

６月にその先鋒が 29°N 附近に達する。この北上群はほとんど 125 ㎝と 155 ㎝の体長級で

構成されている。これらの体長級群は東支那海にも出現するが、その数は沖縄海域ほどに

は多くない。７月以降に沖縄海域での漁獲が激減し東支那海ではそれが急増することは、

沖縄海域の魚群の大部分がこの時期に東支那海に移動することを示唆する。 
 東支那海では、７月から１１月頃までは、済州島近海から 27°N 附近に至る 100 尋線に

沿った海域に魚群が集積し、32°～33°N と 27°～28°を中心とした海域に漁場が形成さ

れる。これらの漁場に出現するものは魚体の大きさを異にし、北方の済州島近海のものの

方が大型である。東支那海の魚群は索餌期のもので１０月頃から南方へ移動しはじめ、２

月になると最南方の魚釣島近海にのみ漁事がみられる。大型魚は約 6 カ月この海域に滞留

したのち産卵海域に逸散するものと思われる。 
 黒潮流域（台湾東海および沖縄海域）と東支那海におけるマカジキの分布に関する主要

な知見の概要は以上の如くである。黒潮流域と東支那海が著しく性格を異にする生活領域

（漁場）であることは第 149 図から明らかといえよう。 
 中村・薮田・上柳（1953）は 140°～150°E の海域を緯度 1°毎に区画し、17°～30°
N の範囲の各区画の平均釣穫率を水温の垂直分布と比較し 
イ）クロカジキとマカジキとは亜熱帯収斂線を距てて棲み分けており、前者の主分布域は 
  南側に、後者の主分布域は北側にある。 
ロ）亜熱帯収斂線の南側にもマカジキはかなりの密度で分布するが、主群は 100～110 ㎝ 
  程度の若年魚であり、産業的の意義は小さい 



 

と述べている。 
 同じ著者らは、北太平洋でマカジキが多獲される海域が、上記のイ）ロ）の他極前線に

近接した海域にもみられ、北太平洋では分布密度の大きい海域が南北方向に三段階となり、

東西に長い帯状となっているとし、その各についてあらまし以下のように述べている。 
A）極前線附近の漁場 
 晩夏から初秋に形成され、１２月頃まで時日の経過に伴って南下する。１２月に漁場が

34°N を越えると、漁況は急に不活発となる。漁獲物の体長組成は 150～160 ㎝にモード

をもつ単峰型である。 
B)中緯度海域の漁場 
 ３～４月頃 22～25°N 附近すなわち亜熱帯錬斂線の直北方と考えられる海域に形成され

はじめ、季節の推移に伴って亜熱帯収斂線が北上すると、これにともなって漁場も北上し

７月頃 30°N 附近に達すると漁場は消失する。１０～２月における漁獲物の体長組成には

14～150 ㎝にモードをもつ大型群と 120 ㎝附近にモードをもつ小型群とがみられ、前者が

顕著に卓越する。 
 C)低緯度海域の漁場（20°N 以南） 
 漁場の中心部の位置はまだ明らかでないが、周年を通じてみると、12°～18°N 附近に

釣穫率が大きいもののようである。10°～20°N の範囲の魚体組成には、100～110 ㎝にモ

ードをもつ小型群と 100～155 にモードをもつ大型群とがみられ、ここでは小型群が著しく

卓越する。0°～10°N の海域ではこの魚の出現は稀である。魚体組成を論じ得るほどの資

料はないが、140 ㎝以上の大型群が主となっているもののようである。 
 大まかにみれば、10°N 以南の海域は北赤道流以南の海域とみなされる。冬季における

亜熱帯収斂線の位置は 22°～25°N 附近にある。もし、北太平洋を赤道反流と北赤道流の

潮境、亜熱帯収斂線、極前線などで最密に区分し海域別の魚体組成を比較できれば、各海

域の特性が一層明瞭となろう（第 151 図参照） 
 上柳・渡辺（1959）は北太平洋のマカジキは南太平洋やインド洋のものとは異なった独

立の Subpopulation であるとし、さらに充実した資料によって 180°E 以西の北太平洋に

おける分布を論じている。その要点は以下の如くである。 
イ）150°～160°E の範囲を緯度 1°毎に区分し、各区画内の平均釣穫率を２月、５月 
  および 10 月について示せば、第 150 図となる。 
 
 第 150 図 マカジキ釣穫率の緯度別分布 
 Fig 150 Latitudinal hook-rate distribution of striped marlin(150°～160°ELong) 
 
 図から 10 月における濃密分布域は 32°～42°N と 5°～30°S の範囲となっている。５

月には濃密分布域がおおむね 20°～30°の範囲にみられ、2 月には判然としないが 6°～

30°N の範囲が比較的分布密度の大きい海域となっている。仮に、釣穫率が 0.5％に達する



 

海域をマカジキ漁場と呼ぶと、北太平洋には a)北部漁場、b)中部漁場 c)東支那海漁場の３

漁場がある。10°～20°N の海域でもかなり高い釣穫率を示す時期があるが、この方面で

獲れるものの主体は小型魚で漁場としての意義は小さい。 
a)北部漁場 
 １０月を最盛漁期として、7～11 月に形成される。主漁場は 170°E 以西のおよそ 32°
～42°N の海域となっている。マカジキの分布域は 170°E 以西ではほぼ緯度と平行して

いるが、以東では南東に傾きハワイ北方に達する。この漁場は季節がすすむにつれて南下

するが、南下とともに釣穫率が低下し、12 月頃 30°N に達すると消失する。漁場の北縁の

動きは極前線の移動と関連している。 
b)中部漁場 
 ５月を最盛漁期として 3～6 月に形成され、亜熱帯収斂線の北上に伴って北上し、7 月頃 
30°N に達すると消失する。 
c)東支那海漁場 
 古川、古藤、児玉（1959）の既述があるので省略する。 
ロ）海域別の魚体組成は第 151 図の如くである。 
 
 
第 151 図 北太平洋のマカジキの海域別体長組成 
Fig,151 Latitudinal length frequency distribution of striped marlin in the North 
    Pacific 
 ⅰ）赤道反流々域（第 151 図 d） 
 この海域では釣穫率が極めて小さく、分布密度が小さいことを示している（第 150 図参

照）出現するものの体長範囲は 140～200 ㎝で、160 ㎝前後のものが多く、以北の海域に比

して 170 ㎝以上の大型魚の割合が大きいことが注目される。また、4～6 月には 90～130 ㎝

の未成魚が僅に出現する。 
 ⅱ）北赤道流々域（第 151 図 C） 
 この海域での釣穫率は低く、成魚の分布密度は小さいものと考えられる。12～2 月には小

型魚が顕著に卓越する。小型群の体長範囲は 100～120 ㎝で大型魚のそれは 140～180 ㎝で

ある。これらの中間の大きさのものは殆ど出現しない。春～夏季に出現する大型群は秋～

冬季のものよりもやや大型となっている。5 月から 10 月に至る期間には、大型群の分布密

度も小型群の分布密度も著しく低下するが、この現象はこの海域の魚群が北上することに

よって生ずるものと想定される。 
 この海域は漁場としての意義は低いが、北太平洋のマカジキの繁殖領域として重要な意

義をもつ海域といえよう。 
ⅲ）中部漁場海域（第 151 図 b） 
 ⅰ）、ⅱ）の海域に比して分布密度は大きく、春～夏季にはことに分布密度が大きくなる。



 

この海域には 140 ㎝以上の成魚とそれより小さい未成魚が分布している。11～2 月には未

成魚の主体は 100～120 ㎝のものであるが、5～6 月には 120～130 ㎝のものが主体となっ

ている。海域内でみると、未成魚の体長は北側ほど大きい。かような差異は、小型魚中の

大きいものがまず北上することによるものと想定される 
Ⅳ）北部漁場海域（第 151 図 a） 
 この海域の魚群の体長組成は単峰型で 140～160 ㎝級が主体となっている。 
ハ）繁殖生態と上述の諸知見とを総合すると北太平洋のマカジキの移動と補充機構は 
第 152 図のように想定される 
 
 第 152 図 北太平洋のマカジキの循環摸式図 
 Fig,152 Schematic presentation of the circulation of striped marlin in the North 
     Pacific ocean 
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 以上に記したところは、先に述べた中村・薮田・上柳（1953）の想定の妥当性を支持す

るとともに、北太平洋のマカジキが生態（成長）の過程で生活領域を転換し、それぞれの

生活領域が異なった海流の流域となっていることを明らかにしたものといえよう。 
 近年に至って、日本のマグロ延縄漁業は北米沿岸にも進出し、この方面からもマカジキ

の分布に関する知見も著しく充実しつつある。得られた知見については後述する。 
 
G－3－2 南太平洋のマカジキ 
 
 本間・上村（1958a,b）は南太平洋産のマカジキと呼ばれているものと北太平洋産のマカ

ジキとを形態と生態の両面から比較し、両者がきわめて明瞭に分離されていて独立の系統

群とみるべきであり、将来の研究によっては別種とされる可能性が考えられるとしている。

その論拠を要約すれば以下の如くである。 
イ）外部形態に若干の差異がある。差異は胸鰭長に著しく、同一体長のものでも南太平洋 
  産のものが長い。 
ロ）南北両太平洋の主漁場の間には、釣穫率の真空地帯ともみなし得る海域が赤道を 
  中心に広く介在している。 



 

ハ）主産卵場の位置が著しく距たり、かつ産卵期に半歳のズレがある。 
ニ）南太平洋では 200 ㎝前後の大型群が主群となっているのに対して、北太平洋ではこの

体長群が殆んど欠けており、10°N 以北には 200 ㎝以上のものは全く出現しない。 
ホ）中型群の分布海域が著しく異なり、南太平洋では 30°S 以北の低緯度海域には殆んど  

分布しない。これに対して北太平洋では 30°N 以南の海域に分布密度が大きく、漁獲物の

主体となっている。 
ト）ニ）に述べたところは、北太平洋の漁場としての開拓の歴史が古く、漁獲の影響によ

り、大型魚が減少したとも考えられよう。しかし、第二次大戦中の休漁にもかかわらず、

終戦直後の漁獲物中にもかような大型魚は出現していない。 
チ）ホ）については、南太平洋ではまだかような中型魚の分布状態が明らかにされていな

い。したがって立ち入った検討はできないが、両者の環境に対する適応性が成長の段階で

異なることを示唆する。このことはイ）に述べられたこととともに南北太平洋のマカジキ

が種々としてそれぞれかなり分化した状態にあることを示唆するものと思われる。 
  Nakamura(1969)は、放射能に汚染された廃棄されたマカジキが、北太平洋のみに出現

し、南太平洋には全く出現しなかったことは、両海域の魚が異なった系統群に属する可能

性を示唆するとし、上村・本間の見解を支持している。 
 上村・本間（1959）；本間・上村（1958b）は、1956 年までに得られた資料から、南太平

洋のマカジキの分布について、あらまし以下のように記述している。 
イ）資料の範囲では南太平洋でマカジキの分布密度の大きい海域は 16°～18°S から  

30°S までの範囲でビンナガの分布域に一致している。分布密度の季節変化は著しいが  

分布域（漁場）の位置の季節変化は極めて小さい。 
ロ）上記の海域における分布密度には、西に大きく東に小さい傾向がうかがわれる。 
ハ）漁期は 8 月から翌年 1 月までのほぼ半歳で、釣穫率は 8 月から漸増し、10～11 月に頂

点に達し、以後には漸減する（第 153 図） 
 
 第 153 図 マカジキの緯度別釣穫率の季節変化（160°～170°E） 
 Fig,153 Seasonal change in hook-rate for striped marline by latitude（160°～170°E） 
 
ニ）漁場の北縁は 8 月以降徐々に北上しｍ10～11 月に北限に達し、以後次第に南下する。 
  しかし、北縁の動きは緯度にして 2°内外にすぎない。（第 153 図参照） 
ホ）16°S 以北の海域における釣穫率は周年にわたって極めて低く、とくに 10°S 以北で

は痕跡的な値となっている。このことは、南太平洋のマカジキが 10°S を越えた低緯度海

域に集団的には移動しないことを示す（第 153 図参照） 
へ）30°S 以南からの資料が乏しいので確言できないが、10～11 月における分布密度は 
  30°S 以北に比して小さいもののようである。 
ト）30°S以北の漁場への魚群の補充は 30°S以南の海域から行われるものと想定される。 



 

チ）漁場における魚体組成は第 154 図の如く極めて単純である。主体長範囲は 180～230
㎝で、180 ㎝以下のものは極めて少ない。北太平洋のマカジキに 200 ㎝以上の個体が殆ん

どみられないことは既述の如くである。 
 
 第 154 図 南太平洋のマカジキ主漁場におけるマカジキの体長組成（8～1 月） 
 Fig,154 Length frequency distribution of striped marlin in the major fishing ground 
     （18°～30°S、weet of 170W）from ang to jan 
リ）ハ）とニ）に記された現象は、明らかに魚群の移動によるものと考えられる。 
  10～11 月を特機として、それまで北上していた魚群は南下しはじめるものと推定 
  される。盛漁期は魚群が最北部に達した時期に一致する。 
ヌ）想定された卵巣重量の範囲は 280～9940gr でそれらの出現状況は第 32 表の如くで 
  ある。  
 第 32 表 卵巣重量の頻度分布 
 Table 32 Frequency distribution of ovary weight 

＜500 500～1000 1000～2000 2000～5000 5000＜

季節
9～10月 2 15 1 - -
12～1月 2 12+（2） 9+（5） 2+（1） 6  

註；（）内の数字は産卵後の個体数 
 
 500gr 以下を未熟、500～2000gr を初熟、200～5000gr を中熟、5000gr 以上を成熟と

みてよく、第 32 表はこの海域のマカジキの卵巣が 9～10 月から 12～1 月に大幅に発達して

いることを示している。 
ル）ヌ）に記したところは、この方面のマカジキの主産卵期が魚群が最北部に達した頃  

から南下期となっていることを示唆する。北太平洋のマカジキの産卵期は 4～6 月と推定さ

れている（中村、1937,1949,1951；中村他、1953；上柳、1954；1957）から南太平洋のマ

カジキと主産卵期は北太平洋のもののそれと約半歳ズレていることになり、季節的にはと

もに春～夏季となっている。 
ヲ）南太平洋の主漁場は産卵群によって形成されるものである。 
 以上に記したところは、マグロ延縄漁業平年漁況図（1959）までに得られた知見の概要

であるが、知見はおおむね 180°以西に限られている。その後日本のマグロ延縄漁業は東部

太平洋に進出し、その南東部を除くと、マカジキの分布する可能性をもつ海域のおおむね

全域を開拓しつくしている。その結果、東部太平洋にもこの魚がかなり濃密に分布するこ

とが明らかとなっている。マグロ延縄漁業からの資料に米大陸沿岸の遊漁から得られた諸

料などを加え Howard.Ueyanagi(1965)は、太平洋全域におけるマカジキの分布についてあ

らまし以下のように記述している。 
 第 37 図に示されたように、太平洋におけるこの魚の主分布域は馬蹄形となっている。馬



 

蹄形の閉じた部分は東部太平洋にあり、ここで南・北両太平洋の分布域は接続する形とな

っている。かような分布のパターンはこの魚独特のものである。この魚の主分布域とビン

ナガのそれとはともに亜熱帯から温帯にわたるという点ではおおむね一致している。しか

し、両者の分布の様相は 110°W 以東の東部太平洋で著しく異なり、この魚では上記のよ

うに南北太平洋の分布域が連なるが、ビンナガでは全く分離している。この魚の分布のパ

ターンが上述のようになっている理由は明らかでないが、概括的にみて分布域は表層水温

20°～25℃の範囲にあり（上柳・渡辺、1959）、この関係は東部太平洋にも適用される。 
 第 37 図に示されたところを詳細に検討すると、馬締形となっている分布域は完全には 
つづいていないもののようである。すなわち； 
イ）北太平洋では、最西部から 140°W あたりまで分布がつづいていて、この東西に 
  連なる分布帯は季節によって南北に移動する。ここに出現する魚群を北太平洋群 
  （Northern Pacific Group）と呼ぶことにする。 
ロ）20°N 以北の太平洋では、140°～120°W の範囲にはこの魚はほとんど出現しない。

ハ）120°W 以東では、分布域が北太平洋から南太平洋までつづいている。ここに出現する  

ものを東太平洋群（Eastern Pacific Group）と呼ぶことにする。120°W 以東の東部太平

洋の 20°N から 20°S 附近に至る海域には周年分布するが、これよりも高緯度の海域では、

温暖な季節に分布密度が大きくなり、17°N あたりから 30°N 附近に至る北米沿岸には濃

密分布域がみられる。 
ニ）南太平洋では、最西部から 120°W あたりまで分布域がつづくもののようである。こ

の方面に分布するものを南太平洋群（Southern Pacific Group）と名付ける。この東西につ

づく分布帯は、南半球の春～夏季には南下し、秋～冬季には北上する。南太平洋群と東太

平洋群とは 120°W 附近で接触する。 
ホ）140°W 以西の 15°N~20°S の範囲における分布密度は、南北太平洋群お主分布域 
  における分布密度より著しく低い。 
へ）以上に述べたところから、東太平洋群と南太平洋群との関係は密接で、北太平洋群 
  とは分離しているものと考えられる。 
 
 180°以西の北太平洋における分布状態の季節変化は上柳・渡辺（1959）によって示され

た如くである。180°以東では以西と異なった様相を示し、180°以西で 7 月にみられた魚

群の分散北上回遊は、180°以東ではみられない。しかし、28°～35°N の範囲に魚群が集

積する傾向がうかがわれる。180°以西の北太平洋で魚群の北上が頂点に達する 8～9 月に

は、180°以東の海域では魚群は東方に移動する傾向を示し、上記の分布密度の高い海域で

は分布密度が低下しはじめ、11 月になると濃密分布域はまったく消失する。180°附近に分

布の切れ目が認められるが、その理由は明らかでない。 
 ハワイ海域に出現するものの魚体組成は Royce(1957)によって示されているが、第 151
図に示された西部太平洋の同緯度海域のものとほぼ一致する。魚群は大型群と小型群とか



 

らなり、30 ポンド（13.5kg）級の小型群は冬季に出現し、5～6 月には 50～60 ポンドに成

長し、夏季にはこの海域にはみられなくなる。このことは、夏季にはこれらが北方に回遊

することを示唆する。北上したものはそこで数ヶ月を過ごし、成長した後ハワイ海域に戻

り、翌年の大型群となる。かような回遊と成長のパターンは 180°以西のものと同様と考え

られ、このことは北太平洋群が東西にわたってつづくことの一証左と考えられる。しかし、

既述おように、分布のパターンが 180°附近で異なり、東西にわたって均一なものでないこ

とがみとめられるから、北太平洋群内に東西方向の大規模な交流が行われるか否かは疑問

であり、これについては将来の研究を必要とする。 
 南太平洋群の分布の季節変化について上村・本間（1959）は 8～11 月に 30°S 以南の海

域から魚群が北上し、濃密分布域の北限は 16°S 附近に達する。11 月には反転して南下し、

30°S 以南に去る。と述べている。当時においては 30°S 以南の海域からの資料がほとん

ど欠けていたため、その方面における分布はあきらかでなかったが、近年の資料は、2～5
月がニュージーランドやオーストラリア南部沿岸域での盛漁期で、6 月以降にはこれらの方

面に分布しないことを示している。このことは、上村・本間の想定の妥当性を示すものと

いえよう。 
 南太平洋のマカジキの東西方面の移動について上村・本間は、”釣穫率は全般的に西に高

く東に低い。かような傾向は季節に関係なくみられるから、魚群の東西方向の移動による

ものとは考えにくい”と述べている。しかし、最近の資料からみると、東太平洋群との間

の交流の所在を考えないと、南太平洋群の Population 構造の説明は不可能と考えられる。

その理由は以下の如くである。 
イ）南太平洋では、魚群の北上期に当る 5 月から 9 月にかけて、120°W 附近から西方に  

向かって分布密度が漸増する。このことは魚群の西方への移動を示すものと考えられる。 
ロ）160°W 以西のマカジキの魚体組成について上村・本間（1959）はモードの体長約  

200 ㎝の極めて大型魚からなることを示している。最近の情報によれば、それよりも東方の

140°～130°W の海域でも魚体組成は同様である。したがって、かような魚体組成は南太

平洋群に共通なものと考えるべきであろう。上村・本間（1959）は、南太平洋群の小・中

型魚は 30°S 以南に分布するものと想定している。しかし、ニュージーランド海域の魚群

も同様な大型魚から構成されているから、上村・本間の想定が成立する可能性は考えられ

ない。南太平洋群の小・中型群の所在は謎とされていたが、東部太平洋には、小・中型群

が出現する。 
 
 東部太平洋群の分布の季節変化については、資料が乏しく、その詳細は明らかでない。 
しかし、以下の如く述べられよう。 
a)105°W 以東の 15°N～15°S の海域には周年分布する。分布密度は Galapagos 島 
 近海と 10°S、100°W たりの海域に大きい。 
b)南北方面の季節移動は海況の季節変化に伴うもので、一般的にみて、北上移動は 4～9 月 



 

 に、南下回遊は 10～3 月に行われる。1～2 月には分布域が最も南方に拡がり、南限は 

30°S 附近に達する。魚群は 4 月頃から北上を開始し、5～6 月には 20°S 以北の海域の分

布密度が増大する。7 月になると濃密分布域の北縁は 20°N 附近に達し、8～9 月にはさら

に北に伸びて南カリフォルニア沖合に達する。この期間には、水温の分布状況からみて、

20°S 以南には分布しないものと想定される。この魚群の北上期には、10°～30°S の海

域を魚群が西方に移動する傾向がみられることは、南太平洋群について記したところであ

る。南下回遊は 10 月にはじまり、11 月～12 月とつづく。この期間には、10°S、100°W
附近に魚が集積する傾向を示し、１月には分布域の先端は 20°S 附近に達するもののよう

である。 
c)12 月から 6 月にかけては、エクアドルと北部チリー沖合にも多少分布するもののようで 
 ある。上述のような魚群の出現状況の季節変化は、25℃と 20℃の等温線の季節移動を 
 反映したものと思われる。 
d)17°N 以北のメキシコ沿岸での漁期は 12～6 月といわれる。水温の上昇により 7 月から 
 10 月にかけてはこの海域から魚群は逸散する。東太平洋群の体長範囲は 90～240 ㎝で、 
 主体は中・小型群で若干の大型魚を含んでいる（第 155 図） 
 
 第 155 図 東部太平洋のマカジキの魚体組成（120°W 以東） 
 Fig,155 Size composition of striped marlin in the eastern Pacific(east of 120W) 
 
 東太平洋群にみられる小・中型群は成長の過程によって生活領域を異にするもので、成

長に伴って南太平洋に補充されるものと想定される。すでに記したように、北上期の魚群

の一部が西方に移動することは、この想定の妥当性を示唆する。したがって、東太平洋群

と南太平洋群とは１群とみるべきで、南－東太平洋群（Southern-Eastern Pacific Group）
と呼ぶべきものと考える。 
 Morrow(1957b)は形態の比較から種族を論じ、ペルー沖合のものとニュージーランド近

海のものとは異なった Population を代表すると結論している。Southern-Eastern Pacific 
Group がいくつかの Subgroup に分離さるべきか否かを明らかにすることの必要性は認め

るが、Morrow の見解に同意し得ないことは上述のごとくである。 
 分布のパターン、季節的な出現状況および魚体組成から、太平洋には二つの独立した

Population があるものと考えられる。一つは北太平洋群で、もう一つは南－東太平洋群で

ある。この仮説は夏季の産卵に関する知見によって支持されるものと考えられる。 
イ）仔稚魚の出現状況は第 156 図に示される如く、成熟魚の出現状況は第 155 図に 
  示される如くである。 
 
 第 156 図 太平洋におけるマカジキ稚魚の採捕地点（上柳、1963a） 
 Fig,156 Localities of capture of pootlarval striped marlin in the Pacific 



 

(Ueyanagi,1963a) 
 
 第 157 図 太平洋におけるマカジキ成熟魚の採捕地点（上柳、1964） 
 Fig,157 Localities of capture of ripe female striped marlin in the Pacific 
注 数字は採補の月を示す 
 第 156、157 図は主産卵海域が赤道を距てて遠く分離していることを示している。 
ロ）北太平洋における主産卵季は５～６月であり、南太平洋におけるそれは 11～12 月で 
  半歳のズレがある（本間、上村、1958；上柳、1959；1963a） 
ハ）東部太平洋におけるマカジキの産卵に関しては知見が乏しい。しかし、現存の資料 
  からみると、東部太平洋における産卵は周年を通じてむしろ不活発なものといえる。 
  東部太平洋で産卵するとしても、その規模はおそらく小規模なものであろう。 
ニ）北太平洋群の主産卵海域は 20°～30°N の範囲で南ー東太平洋群のそれは 20°～30° 
  S の海域と想定される。 
 
 Howard Ueyanagi は、上述のように、太平洋に独立したニ群すなわち北太平洋群と南－

東太平洋群との所在を想定している。しかし、これらが完全に分離したものではなく両群

の分布域の接触部とくに 110°W 以東の熱帯海域では、若干の混合が行われる可能性が考

えられる。としている他、冬季と夏季にハワイ海域に出現する小型魚群のうち夏季に出現

するものは南―東太平洋群系であろうと想定している。 
 太平洋におけるマカジキの主分布域は、25℃と 20℃の等温線に囲まれた海域であるとの 
記述は第 151 図からみて、成魚を主とする魚群の分布域とみられる。未成魚の分布域が 
25℃よりも高温な海域であることは明らかである。また周年分布している東部熱帯太平洋 
域でも、上記の水温範囲よりも高温となっている。 
 日付変更線附近の北太平洋にマカジキの分布に不連続性がみられることについて、 
Howard,Ueyanagi は、その理由は明らかでないと述べている。既に述べたように、 
北太平洋の日付変更線附近では、ビンナガとメバチの分布状態にも不連続性がみとめ 
られているから、おそらく同じ理由に基くものであろう。ビンナガとメバチの場合には、 
原因はかよう構造にあるものと考えられている。 
 太平洋のマカジキの分布について得られた知見の概要は以上の如くである。 
 極めて注目されることは、北太平洋群と南太平洋群との分布構造にみられる相違である。 
北太平洋群の場合には、未成魚が主産卵海域と目されている 20°～30°N の海域には 
あまり分布せず、10°～20°N の海域を主分布域としているものと考えられる（第 151 図） 
南太平洋群の場合には、主産卵海域が赤道を距てて北太平洋群とほぼ対称の位置にあるに

も 
かかわらず、未成魚は 10°～20°S の海域には出現せず、赤道を距てて対称的な分布構造 
となっていない。Howard,Ueyanagi(1965)は上述のように、東部太平洋に出現する小型魚 



 

を南太平洋の 20°～30°S の海域で発生したものと想定し、南太平洋群と東太平洋群とを 
同一の Population とみる重要な要素としている。しかし、東部太平洋に出現する小型魚の 
体長範囲は北太平洋の 10°～20°N の海域に出現するものよりも大型で、前者のモードの 
体長が 120～130 ㎝であるのに、後者のそれは 100～110 ㎝となっている。また、 
東部太平洋の小型群が魚体組成に占める割合は、北太平洋の 10°～20°N の海域の 
それよりも著しく少なく、全般的にみて、東部太平洋の魚体組成はむしろ北太平洋の 
20°～30°N の海域のそれに近似的である。（第 151,155 図参照）したがって、東部太平洋

が南―東太平洋群の未成魚の生活領域であるとしても、そこに出現するものの生活領域で 
あるとしても、そこに出現するものの生態的な意義は 10°～20°N の海域に分布する 
期待太平洋群のそれとは、かなり異なったものと考えられる。このようにみると、10°～ 
20°N の海域に分布する北太平洋群の若年魚と同様な成長過程にある南太平洋群あるいは 
南―東太平洋群の若年魚の所在は、依然として不明であると言い得よう。 
 本間・上村（1958b）は、南北太平洋のマカジキの間にみられるかような分布構造の 
相違を種の特長と考えている。これを種の特長とみるか生活環境の相違によるものと 
みるべきかは将来の研究にまたねばならないが、興味深い問題といえよう。ビンナガの 
場合には、南北太平洋の Population の分布構造が、赤道を距てておおむね対称的と 
なっている。しかし、完全な対称ではなく、南太平洋では産卵群の分布域と索餌群の 
分布域の分離は北太平洋の場合のように明瞭ではない。南太平洋における状態は、海洋 
構造の特性、すなわち亜熱帯収斂線が北太平洋のそれのように強力なものでないことに 
よるものと想定されている（上村・本間、1959） 
 10°～20°N の海域に分布する北太平洋群のマカジキの若年魚群に対応する南太平洋群 
または南～東太平洋群の若年魚群の分布状態を明らかにすることが、南または南―東 
太平洋群の分布構造を明確にし、ひいては北太平洋群との関係を究明する決定的な 
手掛かりとなるものであろう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
G－３－３ インド洋のマカジキ 
 
 インド洋に分布するマカジキは、太平洋域に分布するものとは異なった Population に 
属するものと考えられている。インド洋のマカジキに関する漁業生物学的知見はまだ 
極めて貧弱である 
 三村・中村（1959）はインド洋におけるマカジキの分布を、あらまし以下のように 
述べている。 
 インド洋ではマカジキの釣穫率が全般的に低く、漁場といえるほどに分布密度の大きい 
海域はまだ知られていない。1956 年までに開拓されたマグロ延縄漁場の全域にわたって 
出現するが、全般的にみて釣穫率は 0.1％内外にすぎない。しかし、限られた海域や時期 
にはかなりの好漁を示す場合もある。それらは； 
a)セイロン島東方沖合からアンダマン・ニコバル群島に至るインド洋北東部、 
b)オーストラリア北西沖合の 14°～20°S、114°～121°E の海域（ミナミマグロのオカ 
 漁場） 
c)5°N、70°E 附近の海域 
などである。 
a)の海域で好漁を示す時期は 3～5 月である。0°～12°N、80°～87°E の海域における 
 平均釣穫率は、4 月には 0.81％、5 月には 0.46％となっている。 
b)の海域では 11 月を中止としたやや短期間に分布密度が大きく、釣穫率の平均は 1.11％と 
 なっている。 
c)の海域では 8 月を中心にやや好漁を示すもののようであるが、詳細はまだ明らかでない。 
 南太平洋でマカジキの分布密度の大きい海域は、ほぼ 18°～30°S の範囲にみられる。 
これと同緯度のインド洋はまだ殆んど漁場として利用されていない。したがって、現在 
利用されている海域よりも高緯度の海域に分布密度の大きいところが発見される可能性が 
考えられる。 
 上記の a)海域と b)海域から得られた体長組成は第 158 図の如くである。 
 
 第 158 図 インド洋のマカジキの体長組成 



 

 Fig,158 Length frezuency distribution of striped marlin in the Jndion Ocean 
 
 a,0°～12°N、80°～90°E、4～5 月、1954 
 b,全上、1955 
c、8°～20°S、100°～130°E 周年 

 
 a)海域に出現するものの体長範囲は 140～210 ㎝で、主群は 170～190 ㎝級のものと 
なっている。b)海域に出現するものの体長範囲は、100～210 ㎝で 170 ㎝級の出現率が 
最も高く、a)海域に比して小型魚の割合が大きい。また100～115㎝級の小型魚も出現する。 
 必要な資料が殆んど欠けていたため、三村・中村（1959）は、a)、b)両海域に出現する 
魚群の生態について全くふれていない。しかし、魚群の出現する季節や出現するものの 
魚体組成などを南北太平洋の場合に対比すると、a)海域に 3～5 月を中心に出現する魚群と、 
b)海域に 11 月を中心に出現する魚群中の大型群は、産卵に関与する可能性が大きいものと 
想定される。Ueyanagi(1964)は成熟雌魚がベンガル湾に３～５月に増加すると報告し、 
この方面の海域ではこの時期に産卵活動が強まるものと想定している。また b)海域には 
10~12 月に成熟雌魚が出現することを報告している。 
 Jones,kumaran(1964)は Dane 号の採集した標本からマカジキの稚魚が 8 尾スマトラ 
近海に 11 尾がマダガスカル近海に出現していることを報告し； 
イ）稚魚の出現する海域がマグロ延縄でマカジキが多獲される海域に一致すること、 
ロ）西部インド洋では、12～1 月に 10°～18°Ｓの海域で、東部インド洋では、 
  10～11 月に 10°Ｓ～6°Ｎの海域で産卵するものと想定されること。 
などを述べている。 
 Morrow(1964)は、南西インド洋ではマカジキが産卵する形跡がない、としている。 
海域は明示されていないが、おそらくかなり高緯度の海域であろう。 
 以上を総合すると、インド洋における主産卵海域は、南・北太平洋の場合よりも低緯度

で、赤道海域でも産卵することになる。かような差異がみられる理由は明らかでないが 
インド洋の海洋構造の特性の反映によるものと考えられる。  
 上述のように産卵海域についてはかなり明らかにされているが、若年魚については、 
ミナミマグロのオカ漁場に若干の出現が知られている他には殆んど知見がない。また 
高緯度海域における分布の様相もまだわかっていない。したがって、インド洋の 
マカジキの分布構造の究明はすべて将来の問題として残されている。しかし、北半球の 
インド洋が陸地の所在によって高緯度にまで及んでいないことは、北太平洋に対応する 
ものがインド洋に存在する可能性はなく、インド洋のマカジキは単一の Popukation に 
属するものとみてまず誤りはないものと思われる。 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ｇ－４ クロカジキ 
Ｇ－４－１ 北太平洋のクロカジキ 
 
 マカジキやシロカジキに比してクロカジキは著しく外洋性で東支那海のような沿岸水の 
影響の強い海域には殆んど出現しない（第 149 図参照）太平洋における主要な分布域は 
低緯度海域である（第 37 図参照）。主分布域の南北両限はおおむね南北緯 30°で、 
それよりも高緯度海域にも稀に出現するがそれらはすべて大型の♀である。 
（Howardo,Ueyanagi,1965） 
 中村（1937,1944a,b,1949）は、台湾、フィリピン方面から得られた資料に基づき、 
同方面におけるクロカジキの出現状況についてあらまし以下のように述べている。 
イ）台湾東方海域と南支那海には周年分布する。台湾東方海域では主として突棒漁業 
  （銛による漁業）で漁獲されている。突棒漁業の漁期は 10～3 月の北東季節周期 
  であるが、シロカジキは漁期の初期に多く、マカジキは中期に増加し、クロカジキは 
  末期に多くなる傾向を示す（第３３表） 
 
 第３３表 蘇奥におけるカジキ類の水揚げ状況（1934 年 10 月～1935 年 3 月） 
 Table 33 Landing of marlins at Suo(Oct,1934～Mar,1935) 

月 10 11 12 1 2 3

マカジキ 632 814 1030 1448 913 502
クロカジキ 49 86 116 80 258 250
シロカジキ 648 1990 1267 1401 902 1013  
 
 表にみられる水揚げ状況の季節変化は、これらのカジキ類の回遊状況を反映したものと 
考えられる。 
 南支那海では主として延縄で漁獲されるが、釣穫率は 5 月以降急増し、７月に頂点に 
達し、以後急低下する。 
 
ロ）フィリピン東方海域で 1937 年 6 月～9 月に行われたマグロ延縄漁場調査の結果は 



 

  第 34 表の如く、クロカジキの釣穫率は北部に最も大きく、南部が最低で、キハダの 
  釣穫率とは逆の関係となっている。海域を３区分した理由は、北部はおおむね黒潮の 
  源流部に当り、中部は北赤道流々域とみてよく、南部はおおむね赤道反流の源流部と 
  みられることにある。 
 
 第３４表 フィリピン東方海域の漁況（元台湾総督府水産試験船照南丸による調査） 
 Table 34 Longline catch by species in the eaetern sess of the Philippines 
 

海区
尾数 ％ 尾数 ％ 尾数 ％ 尾数 ％

北部 19 1.7 0 0 1 0.1 57 5.1
中部 54 3.5 3 0.2 0 0 57 3.7
南部 286 9.4 14 0.4 2 0.1 59 1.9

キハダ メバチ シロカジキ クロカジキ

 

 北部 15°～20°Ｎ 123°～125°Ｅ 
 中部 10°～15°Ｎ 125°～129°Ｅ 
 南部 3°～10°Ｎ 127°～131°Ｅ 
 
 表のように、漁況は海域によって著しく異なるが、200ｍ層以深の水温は全海域を 
通じて大差なく、漁況の差異が水温によるものとは考え難い。 
ハ）同じ調査によって得られたクロカジキの魚体組成は第 35 表の如く、♂と♀の 
  尾数は 10；1 となっている。♂の体重範囲は 20～90 ㎏で、40～60 ㎏級が卓越する。 
  ♀の体重範囲は 80～170 ㎏で、卓越群は明らかでない。 
 
 第 35 表 フィリピン東海で得られたクロカジキの性別体重組成 
 Table,35 Weight fregucncy distribution of blue marlin by sixcaught in the 

 eastern seas of Philippines 

体重（㎏） 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 - 計

♂（尾） 8 17 57 39 21 9 1 0 0 0 0 0 0 0 150
♀（尾） 0 2 0 2 0 1 2 2 2 1 1 1 0 3 15

 

ニ）南支那海とフィリピン東方海域を主漁場とするマグロ延縄漁獲物でも、♂の最大は 
  110 ㎏内外でこれより大きいものは出現しない。卓越群は 40～60 ㎏級で 20 ㎏ 
  未満のものとほとんど出現しない。♀の体重範囲は 20 ㎏から 500 ㎏内外で 
  （東京市場に水揚げされたものの最大は 600 ㎏を越えている）100～120 ㎏級が 
  卓越する・ 



 

ホ）魚体組成の季節変化は著しく、平均体重は１月以降４月までは漸増し、5 月以降には 
  急低下し、７～８月に最低となる。9 月には急増するが、10～11 月と再び急低下し 
  12 月にはほぼ 1 月の状態に回復する。平均体重が急低下する５～８月が最盛漁期で 
  10~11 月がこれに次ぐが、釣穫率は前者よりも著しく低い。 
ヘ）平均体重の急低下に伴って♂の割合が急増する。したがって、漁況にみられる 
  ホ）のような季節変化は♂の来遊状況に支配されるものと考えられる。このことは 
  ♂は♀よりも大規模な回遊を行うことを示唆する・ 
ト）４～８月はこの方面の海域におけるこの魚の産卵期に当る。10～11 月における 
  小型魚の割合の増加はこの海域よりも北方に回遊した♂を主とする魚群が南方への 
  回帰の途次この海域を通過するためと想定される。 
 
 中村・薮田・上柳（1953）は 1942 年と 1943 年に高雄（台湾南西部にある漁港で台湾に

おけるマグロ延縄漁業の基地）に水揚げされたクロカジキを 
80 ㎏以上と 60 ㎏未満とに区分し、これらの全漁獲物に占める百分率を第 159 図のように 
示している。 
 
 第 159 図 クロカジキの大・小型群の月別出現状況（高雄） 
 Fig,159 Occurrence of small and large size blue marlin by month 
 
 図は、両年の曲線の形状がよく一致することを示し、魚体組成にみられるかような 
季節変化が、この方面の海域では常態である可能性を強く示唆する。80 ㎏以上の大型 
群は殆んど♀とみられ、60 ㎏未満の小型群はおおむね♂とみられるから、第 159 図を 
性比の季節変化とおきかえても大きな誤りはない。一方この方面での産卵季はト）に 
のべたように 4~8 月となっているから、4~8 月にみられる曲線の変化は、産卵期に 
おけるクロカジキの性比の特性を示すものとみられよう。このような観点から著者らは 
♂の割合が急増し、♀の割合が急減しはじめる 4 月から♂の割合が最高となり♀の割合が 
最低となる８月までの曲線に”産卵期的性比曲線”と命名している。 
 マグロ・カジキ類の産卵期は後述のように、低緯度海域では長く、高緯度海域に 
向かって次第に短縮されるのが一般である。したがって、産卵期的性比曲線の形状は緯度

によって異なり、低緯度海域ではおそらく不文明となり高緯度海域ではシャープな 
ものとなるものと想定される。 
 同じ著者らは、180°以西の北太平洋を a)0°～10°Ｎ；b)10°～28°Ｎ；c)28°Ｎ以北 
に 3 区分し、各区内の性別魚体組成について、あらまし以下のように述べている。 
a)0°～10°Ｎの範囲は赤道反流域を中心とした海域とみとめられる。この海域の魚体 
組成は第 160 図 a の如くで、♂が卓越し、性比は 3,4；1 となっている。♂の体長範囲は 
100～210 ㎝で、160～170 ㎝に明瞭なモードがみられる。♀の体長範囲は 100 ㎝から 



 

300 ㎝内外に達する。モードの体長は♂の場合のように明瞭でないが双峯型を示すものの 
如く、♂のモードにはほぼ一致する体長級のものと 190～220 ㎝の体長級のものとが卓越 
するものとみられる。 
 この海域の性別体長組成にみられる特長は、他の海域にはほとんど出現しない♂とほぼ 
同型の♀の小型群がかなり顕著に出現することであるが、かような♀の小型群のもつ 
生態上の意義は明らかでない。 
b)北赤道流域とみられる 10°～28°Ｎの：海域の性別魚体組成は５～７月に得られた 
ものであるが、第 160 図 b)のように♂の割合が圧倒的に大きくなっている。♂の 
体長範囲は 100～200 ㎝で、160 ㎝あたり極めて明瞭なモードが現われている。体長 
範囲もモードの体長も a)の海域のものによく一致している。♀の体長範囲は 170～ 
250 ㎝となっているが、資料が乏しく a)の海域との比較はできない。モードの体長は 
不明瞭であるが、210～220 ㎝あたりに鈍い頂点がみられる。性比も性別魚体組成も 
台湾近海、フィリピン東海などでほぼ同じ季節に得られた既述の中村の報告とほぼ一致 
する。中村（1944b）は、台湾近海やフィリピン東海のクロカジキの性比と性別魚体組成に 
ついて； 
イ）♂の成長はある大きさになると停止するか、♀のそれに比しておそい。 
ロ）♂は短命であるが、年々の発生量は♀よりもはるかに多く、速やかに成熟して 
  異なった年齢群の♀と生殖に関与する。 
ハ）♂の大きいものはこの海域には出現しない。 
ニ）♂の大型のものは、資料の得られた季節にはこの方面には出現せず、他の季節に 
  出現する。 
などの場合が想定されるとしている。 
 第 160 図はしかし、ハ）、ニ）の想定の成立を否定する。イ）とロ）のいずれであるかは 
明らかでないが、台湾近海などにみられた５～８月にみられた性比と性別の魚体組成は、 
大まかにみて北赤道流域に共通なものと考えられる。 
Ｃ）28°Ｎ以北の海域に♂はほとんど出現せず、♀の大型魚のみが稀に出現する。 
 
 第 160 図 海域別の魚体組成（クロカジキ） 
 Fig,160 Size composition by area(Blue marlin) 
 
 上述の諸知見はクロカジキにおいても海流域が異なると分布するものが異なった生態の 
過程にあることを示し、♀と♂とがある期間別個に行動をとるとの中村の想定の成立を 
支持するものといえよう。 
 古川他（1959）によれば、この魚は沖縄海域には周年出現するが、5 月以降に釣穫率が 
漸増し、８～９月に最高に達するものとみられるから（第 149 図参照）、台湾東方海域や 
フィリピン東方海域の状況にほぼ一致し、分布密度が最高となる時期が１ヶ月内外 



 

おくれるものとみられる。 
 南支那海におけるこの魚の釣穫率の季節変化について、木川・安楽（1959）は８～９月 
頃から急上昇し、１０~１２月に最高となり、以後緩やかに低下し、７～８月に最低となる。 
と報告している。したがって、中村（1937）が示唆したように分布の様相は黒潮流域方面 
とは著しく異なるものとみとめられる。 
 上柳・渡辺（1959）は 18°N 以北の太平洋のクロカジキについて 
イ）分布密度の大きい季節は第 36 表のように夏季（５～９月）で、出現する魚群は 
  赤道海域から北上したものである。この季節はこの魚の産卵期で出現するものの 
  大部分は♂である。 
 
 第 36 表 クロカジキの月別平均釣穫率（18°N 以北の太平洋） 
 Table 36 Mean hook-rate of Blue marlin by mouth(Pacific Ocean north 18N lat) 
 

 

海域／月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

130～137°E 0.04 0.04 0.05 0.24 0.31 0.39 0.28 0.26 0.16 0.15 0.11 0.05

137～160°E 0.04 0.05 0.05 0.10 0.08 0.16 0.53 0.47 0.33 0.20 0.04 0.02

160～180°E 0.06 0.03 0.09 0.13 0.04 0.09 0.19 0.70 0.79 0.42 0.34 0.03  

ロ）第 36 表のように、釣穫率が最高に達する月は西に早く東におそくなる。また全般的に 
  みて釣穫には東高西低の傾向がみられる。 
ハ）性比は季節によって変化し、冬から春にかけては♀の割合が大きく、夏季には♂が 
  圧倒的に多くなる。 
ニ）魚体組成には年による変動は認められない。 
  と述べている。ロ）の記述は、魚群が西方から東方に移動する可能性を示唆するが 
  分布状態の季節変化は台湾東方海域とほぼ軌を一つにするものといえよう。 
薮田・行縄（1959）は赤道太平洋におけるクロカジキの分布について； 
イ）クロカジキの釣穫率は赤道付近では低く、0.3％内外である。5°附近から亜熱帯 
  収斂線に至る北赤道流々域を主とする海域では、4～9 月に釣穫率が大きく、0.5～2％ 
  を示している。 
ロ）5°～10°N の海域における経度別の釣穫率をみると、10～3 月乃季節には 150°～ 
  170°E の海域に高く、4～9 月には東高西低に傾向を示している。1 月以降には 
  0.5％以上の釣穫率を示す海域が漸次東方に帳出し、9 月以降に西方に退くものの 
  ようである。このことは、この魚が東西方向にも大規模な回遊を行うことを示唆 
  する。全般的にみると、分布密度は 150°E 以東に大きくなっている。 
ハ）分布密度は、北半球では 4～9 月に南半球では 10～3 月に大きく、両半球の主漁期に 
  半歳のズレが認められる。両半球の主漁期の漁獲物の魚体組成はほぼ一致する。 
  これらのことは、魚群が赤道を越えて南北に移動する可能性を示唆するが、赤道海域 
  における釣穫率が周年低いことは大量の魚群が赤道を越えて移動することに否定的で 



 

  あり、南北両太平洋間の魚群の交流状況についてはさらに検討が必要と思われる。 
  南北両太平洋を通じて、分布密度の増大する季節は高緯度の海域ほどおくれる傾向が 
  みられる。 
ニ）0°～10°N の海域における魚体組成は、主漁期（4～9 月）と不漁期（10～3 月）を 
  通じて大差ない。 
  この海域を経度 10°毎に区画して各区画内の魚体組成を示すと第 161 図の如くである。 
 
 第 161 図 クロカジキの経度別魚体組成 
 Fig,161 Size composition of blue marlin by 10°Langtuna 
 
 図は、魚体が西に小さく東に大きい傾向を示し、130°～140°E の海域ではモードの 
体長は 150 ㎝（体重にして 45 ㎏）級であるが、160°～170°E の海域でのそれは 170 ㎝ 
（体重にして約 64 ㎏）級となっている。この魚が性によって魚体の大きさを異にすること 
を併せて考えると、第 161 図に現われたところは； 
a)性によって魚体の大きさに差異がみられる体長級は、東方ほど大きくなる。 
b)170°W 附近の東西では分布するものが生態的に異なったものであり、海洋の環境と 
 しても性格が異なる。 
ことなどの可能性を示唆する。 
ホ）130°～150°E の海域を経度 2°毎に区画し、各区画内の 4～9 月の体長組成を 
  示せば第 162 図の如くである。 
 
 第 162 図 クロカジキの経度別体長組成（130°～150°E；4～9 月） 
 Fig,162  Size freguency distribution of blue marlin by 2°latitude (130°～150°E； 
      April～September) 
 図は南北方向の魚体組成にはほとんど差異が無く 120～180 ㎝の体長級群が主体と 
なっていることを示している。大多数が♀とみられる 190 ㎝以上の大きさのものの割合は 
経度によって異なるもののようであるが明瞭ではない。しかし、図示された季節の初期 
には亜熱帯収斂線の北側にある 24°N 以北の海域では♀の割合が著増している。この 
ような傾向は 10～3 月にも同様に認められるから、北太平洋流域と亜熱帯収斂線以南の 
諸海流々域に分布するものとは魚体組成を異にするものと認められる。亜熱帯収斂線以南 
の諸海流々域中のものの魚体組成には著しい差異は認められないが、赤道反流域には♂と 
同様な大きさの♀が多数出現することが 
知られているから、（中村、他 1953）、魚体組成には著しい差異はなくとも、海流域に 
よって性比には差異がみられる可能性が考えられる。 
 
 以上の諸知見は、180°以西の中緯度海域から得られた上柳・渡辺（1959）の知見と 



 

大筋では一致している。ニ）～a）に述べられたところは性別の調査がないので明らかで 
ないが、キハダについては示唆されたような事象が知られている。ニ）～b）の想定は 
注目に値するものといえよう。既に述べたように、メバチの分布構造にも 170°W 附近の 
東西で断層的に変化が認められている。 
 
G－４－２ 南太平洋のクロカジキ 
 
 南太平洋のクロカジキの分布に関する上村・本間（1959）の記述の大要は以下の如くで 
ある。 
イ）主要な分布域は赤道から 30°S に至る海域であるが、20°S 以北に分布密度が大きい。 
ロ）低緯度海域における分布密度の季節変化は不明瞭であるが、高緯度に移行するに 
  つれて次第に明瞭となり、10～3 月に分布密度が大きく、北太平洋の場合とは 
  半歳のズレがみられる。 
ハ）このことは、魚群が赤道を越えて南北に季節移動することを示唆するが、この魚は 
  雌雄によって回遊生態を異にすることが知られているので、南北移動の詳細な機構は 
  まだ明らかでない。 
ニ）10～3 月には南太平洋のこの魚の分布域における分布密度が全般的に増大するが 
  増大の傾向は 10°～20°S の範囲にこと著しい。 
ホ）140°E～140°W の範囲を経度 10°毎に区分し、各区画内における 11～3 月の 
  釣穫率を示せば、第 163 図となる。 
 
 第 163 図 10°～20°S の海域におけるクロカジキの経度別釣穫率の月変化 
 Fig,163  Hool-rate of blue marlin by mouth and longitude in the between 10°S 
      And 20°S 
 
 図のように、釣穫率は 170°～160°W 以東の海域では以西に比して著しく大きく、 
分布の様相がその附近で断層的に変化する。かような断層部の所在と海洋構造との関係は 
まだ明らかでないが、これと類似の現象がキハダとメバチの分布構造にも認められている。 
へ）20°S より高緯度の海域においても、11 月以降に釣穫率が若干増大するが著しいもの 
  ではなく、20°S 以南ではマカジキが卓越することと対照的である。 
ト）10°～20°S、150°E～140°W の海域を経度 10°をもって区画し、各区画内の 
  11～3 月の体長組成を示せば第 164 図となる。 
 
 第 164 図 10°～20°S の海域におけるクロカジキの体長組成（11～3 月） 
 Fig,164  Length frezuency distribution of blue marlin in the sead 10°～20°S 
 



 

 各海域を通じて、主群は 200 ㎝以下の大きさのものであり、200 ㎝より大きい方に 
裾長の魚体組成となっている。北太平洋のクロカジキでは魚体の大きさは性によって 
異なり、200 ㎝未満のものはほとんど♂であることが知られている。また産卵期の産卵 
海域には♂が顕著に卓越することも」知られている。北太平洋で得られたこれらの 
知見を援用すると、11～3月に 10°～20°Sの海域に分布するものは産卵群とみなされる。 
チ）150°～170°E と 170°E～170°W の海域の魚体組成では、165 ㎝附近に明瞭な 
  モードがみられるが、160°～140°W の海域では 175～180 ㎝にそれが移行して 
  いるばかりでなく、165 ㎝未満のものの割合が著減している。かような差異のみられる 
  原因はおそらく♂の年齢組成の差によるものと想定される。しかし、160°W 附近が 
  東西方向における分布構造の変転するところであることを併せて考えると、さらに 
  複雑な他の原因と結び付けている可能性も考えられる。 
リ）20°S 以南では、200 ㎝未満のものと以上のものとの割合はほぼ 2；1 で、20°S 
  以北に比して 200 ㎝未満のものの割合が著減している。このことは 20°S 以南に 
  ♂の割合が少ないことを示し、この方面で産卵が行われるとしても、その規模は 
  小さいことを示唆する。 
 
 以上を、赤道海域を中心とした薮田・行縄（1959）と対比すると、170°W 附近で 
分布状態が断層的に変化することを認めている点で両者は一致している。 
 安楽・薮田（1959）は、170°～180°E（海域 A）と 150°～160°E（海域 B）の 
両海域を緯度 2°毎に区分し、各区画内における月別釣穫率を比較し； 
１、A 海域 
 10°S 以南に現われる釣穫率のピークは 2 月以降徐々に北上し、4～5 月には赤道海域に 
すすみ、6～8 月には 12°N に達する。12°N 以北の海域では資料が乏しく明らかでは 
ないが、中村（1949；中村他、1953）は西部太平洋では小型魚群が亜熱帯収斂線附近まで 
北上し、中緯度海域では夏季に釣穫率が増大することを認めている。８月以降には北半球 
での釣穫率は低下しはじめ、９月には赤道海域に再びピークが現われ、９月以降には 20°S 
あたりまでの南太平洋における分布密度が増大しはじめ、11～12 月頃に頂点に達するとし、 
イ）4～9 月には北太平洋に 10～3 月には南太平洋に分布密度が大きい 
ロ）赤道海域では分布密度の季節変化は小さいが、４月と９月の前後には分布密度が 
  大きくなる。 
ハ）イ）、ロ）の如き変動は魚群の動きを反映したものと考えられる。 
 
 ２、B 海域 
 ６°～１０°N の海域では４月と９月の前後に分布密度が大きくなる。以北の海域では 
分布密度のピークに達する時期が北にすすむにつれておくれ、26°N 附近では 7～8 月と 
なる。６°～１０°N の海域では９～１０月に再び分布密度が大きくなるが、かような 



 

分布密度の季節変化は魚群の南北移動によるものと考えられる。 
 魚群の南北移動は A、B 両海域に共通にみられるが、両海域間には； 
イ）4 月と 9 月にピークの現われる海域は A 海域では２°N～４°N の間であるが 
  B 海域では６°～10°N の範囲となり、A 海域の場合よりもかなり北方に偏っている。 
ロ）南半球において分布密度のピークに達する時期にみられる南北方向のズレは A 海域 
  では明瞭であるが、B 海域では不明瞭である。 
など、かなりの差異が両海域間にみられるとし、中込（1958）が 180°以西の海域を 
一括して論じた魚群の南北移動について、“東西方向にみられる海域差を考慮する必要 
があろう“と指摘している。 
 同じ著者らはさらに、魚群量の季節変動からみた魚群の移動について記述している。 
その大要は以下の如くである。 
 体長測定の資料が最も豊富な 170°～180°E の海域を 5°～12°N；4°N～8°S 
8°～20°S に三区分し、各区分内の体長級別魚群量（体長級は 10 ㎝幅で魚群量は体長 
級別出現率と釣穫率の積として算出したものである。）を示せば第 165 図となる。 
  
 第 165 図 海域別、季節別のクロカジキの魚群量（170°～180°E、1955） 
 Fig,165 Seasonal abundance of blue marlin by area(170°～180°E、1955) 
 
 第 165 図は； 
イ）5°～12°N の海域では 4~6 月と 7～9 月の両四半年に魚群量が多く、10~12 月と 
  1～3 月の各四半年にはそれが減少すること； 
ロ）4°N～8°S の海域では魚群量の季節変化が不顕著であること。 
ハ）8°～20°S の海域では 10～12 月と 1～3 月に各四半年に多く、4～6 月と 7～9 月の 
  両四半年に少なく、イ）とハ）とは南半球の状態が正反対となっていること。 
ニ）大型魚の量は各海域とも小型魚のそれよりも著しく少なく、その季節変動も不顕著 
  である。このことは、体長 200 ㎝未満の小型魚は大規模な南北移動を行うが、 
  大型魚ではあまり大きな移動はみられないこと。 
ホ）魚群が赤道を越えて南北に移動する季節は、3 月と 9 月を中心としたやや限られた 
  季節であること。 
などを示唆する。 
 赤道海域における魚群の移動状況をさらに詳しく検討するため、2°N～2°S、170°E
～170°W の範囲から得られた月別、魚体別の魚群量を示せば第 166 図の如くである。 
 
 第 166 図 クロカジキの月別・魚体別の魚群量（2°N～2°S；170°E～170°W） 
 Fig,166 Adundance of blue marlin by month and size classes(2°～2°S；170°E～ 
     170°W) 



 

 第 166 図は； 
イ）4～5 月と 8～9 月に魚群量が増大すること； 
ロ）4～5 月の魚群量の増大期には、主群のモードの体長が前後の時期よりも小型と 
  なること。 
などを示している。 
 4～5 月の魚群量の増大は、南半球から北半球への魚群の移動を反映し、8～9 月に 
おける魚群量の増大は、北半球から南半球への魚群の移動に基づくものと考えられる。 
また 4～5 月に主群のモードが小型となることは、この季節の補充群の添加が行われる 
ことを示唆するものと考えられる。 
 榎田（1958）は、Tahiti 島近海で 11～12 月に成熟魚群が出現し、この方面では季節に 
この魚が産卵するものとしている。小型魚が卓越する季節が産卵期に当たることは注目に 
値し、中村他（1953）北太平洋の中緯度海域で示した産卵期的性比曲線（第 159 図）が 
南太平洋の中緯度海域にも通用され得ることを示す。またこのことは中村（1949）、中村他 
（1953）の“ある海域におけるクロカジキの漁況は♂の来遊状況に支配される”との 
想定の妥当性を支持するものといえよう。 
 B 海域（150°～160°E）の 0°～5°N の海域から得られた資料は； 
イ）この方面の海域では 3～6 月に魚群量がやや増大する傾向を示すが、魚群量の 
  季節変動はあまり著しいものでないこと； 
ロ）9 月を中心とした期間には魚群量の増大は認められないこと； 
ハ）3~4 月における補充群の添加現象も A 海域のように著しくないこと 
ニ）したがって、赤道海域における魚群量の季節変動の様相は、西部太平洋と洋心部と 
  では明らかに異なること。 
などを示している。かような様相を検討するため、140°E から 150°W に至る 0°～5°N 
の海域を経度 10°毎に区画し、各区画内の月別・魚体別の魚群量を示せば、第 167 図と 
なる。 
 
 第 167 図 0°～5°N の海域におけるクロカジキの月別・魚体別・経度別魚群量 
 Fig,167 Fish abundance of blue marlin by month size class and 10°longitude 
 
 第 167 図は 
イ）160°E 以西では、6°N 以北では 6 月前後に魚群量が著増するが、6°N 以南では 
  増加はあっても著しくない。 
ロ）北上群が赤道を通過する中心海域は 150°～170°E で、南下群が赤道を通過する 
  海域は 160°E～170°W を中心としている。 
ハ）150°～160°E の海域では南下群の通過はほとんど認められない。 
ニ）170°W 以東では北上群の通過は認められないが、南下群の通過は 160°W あたり 



 

  まで認められる。 
ホ）150°E 以西では 6～7 月に魚群量が増大する。 
ヘ）150°W 以東では周年魚群量が小さい。 
ことなどを示している。 
 以上の諸次項に； 
ト）160°W 以東の 10°～20°S の海域は 12 月前後にクロカジキの好漁場となる。 
チ）150°W 以東の赤道海域には低水温（湧昇流）があり、クロカジキの釣穫率は周年 
  低い。 
などの知見（上林・本間、1959）を加えて考察すると 
１）北上回遊に当たっては、魚群は主として 150°～170°E の範囲で赤道を通過し、 
  移動の方向は西北西となっている 
２）南下移動の場合は、160°～180°E の海域を中心に赤道を通過し、移動の方向は 
  東南東となっている。 
 などの可能性が考えられる。また主群のモードの体長が東に向かって大きくなるのは 
成長に伴なって漸次東方に移行することを示すものと想定される。 
 上述の諸事項を著者らは次のように要約している。 
a)北半球では魚群が 4 月以降北上し、8 月以降には南下する。南半球では 10 月頃から 
 南下し、2 月になると北上を開始する。 
b)南北移動を行う魚群は殆んど 140～180 ㎝の小型群で、200 ㎝以上の大型魚の移動は 
 少ない。 
c)小型魚の北上、南下の際には、赤道附近をそれぞれ 3~4 月、9～10 月に通過する 
d)3~4 月には新たな補充群の添加が認められる。9 月前後にも若干の補充が行われる 
 もののようである。 
e)北上群は 150°～180°E、南下群は 160°E～170°W を中心に赤道を通過する。 
f)北上群は西北西を南下群は東南東を指向して移動する。 
g)南北両太平洋に分布するクロカジキの間には、かなり大規模な交流が行われるものと 
 想定される。 
 上述の諸事象のみられる理由はもとよりまだ明らかでないが、太平洋における 
クロカジキの回遊が全面的に赤道を通過して行われるものでなく、特定な海域において 
赤道を通過し、北上に当たっては北西を、南下に際しては南東を指向すると認められる 
ことは極めて注目に値するものと思われる。 
 Howard,Ueyanagi(1965)は、上述の諸知見に新たな知見を加え、太平洋のクロカジキの 
分布をあらまし以下のように述べている。 
１・北太平洋（10°～30°N） 
 全域を通じて分布密度は 5~10 月に大きいが、分布密度の大きい時期は西に早く東に 
おそくなる傾向がみられる。すなわち、140°E 以西では 6～7 月；140°～160°の範囲 



 

では 7～8 月；160°～180°E では 8～9 月；ハワイ海域では 7～10 月にそれぞれ分布密度 
が大きい。この現象は水温の上昇が西方に早く、漸次東方に及ぶことによるものと考え 
られる。 
２・赤道太平洋（10°N～10°S） 

周年を通じてかなりの密度で分布している。しかし、最高の密度に達する季節には 
海域差があり、東方の海域ほどおそくなる。 
この海域を 0°～10°N と 0°～10°S に二分してみると； 
a)北部（0°～10°N） 
 180°以西では 12 月と 1 月を除いて分布密度は周年大きい。180°以東では 5～6 月に 
180°～170°W の海域に分布密度が高い。130°W 以西の海域では 10 月に至るまで、 
高密度の分布域が漸次東方に移行する傾向がみられる。7～9 月には 160°E～170°W の 
範囲が分布密度の大きい海域となっている。 
b)南部（0°～10°N） 
 180°以西では 7 月に分布密度が低下し、9 月までその状態がつづく。180°以東では 
分布密度は 6～9 月に低下し、11～4 月に高くなる。 
 
３）南太平洋（10°S 以南） 
 11～3 月に分布密度が大きい。この期間を通じて 160°W 以東における分布密度は 
以西に比して著しく大きい。160°W の東西で分布密度に著しい差異がみられる原因は 
明らかでないが、分布密度の大きい海域が Tuamotu、cook,society および tuamotu 群島の 
海域に一致することは興味深く、地形による可能性が考えられる。濃密分布域の東端は 
120°W 附近で、これより東方では分布密度が急低下する。かような急激な変化は 
水温の分布から説明が可能である。 
 太平洋のクロカジキ分布に関する主要な知見の概要は以上の如くである。 
 160°W 附近の南太平洋でクロカジキの分布が不連続となっていることについて、上村 
本間（1959）は、海洋構造との関係を重視しつつも、その関係は明らかでないとし、 
Howard,Ueyanagi(1965)は島峡の散在する地形による可能性を想定している。現状では 
原因は明らかでないが、150°～160°W 附近で分布の様相が急変するのは、10°～30°S 
の南太平洋のクロカジキの場合のみではない。安楽・薮田（1959）は赤道海域の 
クロカジキにも同様な現象がみられることを示している。また、赤道海域では、メバチや 
キハダの分布の様相も 150°W 附近の東西で急変している。（Ⅱ－D－１；Ⅱ－E－１参照） 
これらのことは、これらの事象が共通の原因による可能性を示唆する。上村・本間（1959）； 
行縄・薮田（1959）；安楽・薮田（1959）らが、150°W 附近の赤道海域で、クロカジキ・ 
キハダ・メバチなどの分布の様相が急変する原因を赤道湧昇によるものと想定している 
ことは注目に値する。150°W 附近には Line 諸島が赤道を過って南北に分布しているから、 
かような地形が海洋構造を変化させ、ひいてはクロカジキやマグロ類の分布の様相を急変 



 

させている可能性も想定される。Nakamura(1969)が指摘しているように、150°W 附近の 
赤道以南の海洋構造に関する知見の充実が望まれる。 
 北太平洋におけるこの魚の濃度分布域、いいかえると魚群が西方から東方に移動する 
原因を Howard,Ueyanagi は水温の上昇にあるとしている。赤道海域でも同様な魚群の 
東漸を認めているが、この原因については説明がない。赤道海域の場合にはおそらく 
温度による説明は不可能であろう。原因は明らかでないが、安楽・薮田(1959)が南下期の 
魚群の移動は東南東を指向すると指摘していることは注目に値する。また 120°W 附近の 
東西でこの魚の分布密度が急変することについても、Howard,Ueyanagi(1965)は水温 
分布域によって説明が可能であるとしている。120°W 以東の南太平洋は、フンボルト 
海流、ペルー海流などの寒流の流域またはその影響下にある海域で、以西に比して水温が 
急低下している。海洋のかような不連続構造がクロカジキの分布の様相を一変させて 
いるとみる方が、水温を直接的な支配要因とみるよりも、問題の核心を衝くものと 
いえよう。 
 上柳（1963a）は、インド・太平洋におけるこの魚とシロカジキの仔稚魚の出現状況を 
第 168 図のように示し、Howard,Ueyanagi(1965)は、太平洋におけるクロカジキの仔稚魚 
の分布と産卵について； 
イ）仔・稚魚は 30°N と 30°S にわたる広汎な海域に分布する。 
ロ）仔・稚魚の出現状況、生殖腺の状態および性比の季節変化から推すと、20°N～10°S 
  の範囲では周年産卵が行われ、これよりも高緯度の海域では、それぞれの半球の 
  夏季に産卵が行われるものと想定される。 
と述べている。 
 第 168 図 インド・太平洋におけるクロカジキ仔・稚魚の出現状況。 
 Fig,168 Occurrence of postraval blue marlin in the Jndo Pacific 
 
 太平洋におけるクロカジキの生態（成長）の過程による生活領域の分離は、上述の 
ようにあまり明瞭ではなく、成魚の主分布域が繁殖領域であり、また若年魚の分布域と 
なっている。つまり全生涯を低緯度海域に送っている。しかし、上述の諸知見を綜合 
すると、太平洋におけるこの魚の分布構造は； 
１）仔・稚魚は 30°N～30°S の海域に広く分布する。20°N～10°S の海域には周年 
  出現するが、これよりも高緯度では各半球の夏季にのみ出現する。 
２）体長 120 ㎝未満の若年魚は低緯度海域に広く分布するが、知られた範囲ではカロリン 
  およびマーシャル群島海域に多い。 
３）♀の成魚は広大な海域に分散して分布し、大規模な回遊は行わないものと認められる。 
  30°N～30°S よりも高緯度に分布するものはすべて大型の♀であるが、これらの 
  ♀群の生態上の意義は明らかでない。 
４）未成魚とみられる体長 180 ㎝未満の♀は赤道海域に分布し、中緯度海域には殆んど 



 

  出現しない。 
５）♂は♀に比して著しく小型で、体長 200 ㎝を越えるものは稀である。各半球の夏季 
  には各半球の中緯度海域まで大群をなして回遊し、繁殖に関与する。そのため、 
  各半球の中緯度海域では夏季に♂の割合が著増する。これらの♂のかなりの部分は、 
  赤道を越えて南北両半球間を回遊する。 
などに要約されるが性によって分布や回遊を異にすることは注目に値する。 
 
 
 
 
G－４－２ インド洋のクロカジキ 
 
 インド洋のクロカジキに関する漁業生物学的知見は、まだ極めて貧弱である。 
 三村・中村（1959）は、1956 年までに日本のマグロ延縄漁業から得られた資料に基づい

て 
インド洋におけるこの魚の分布についてあらまし以下のように記述している。 
 クロカジキはマカジキよりもやや高い 0.1～0.5％の釣穫率で、インド洋全域（当時の 
漁場は赤道海域が主で、高緯度海域まで及んでいない）で漁獲されている。しかし、 
海域と季節によっては釣穫率に若干の変化がみられる。１月には 90°E 以東のジャワ・ 
ママトラ沿岸域に釣穫率が高いが、2 月になるとインド洋全域にわたって平均し、とくに 
高い釣穫率を示す海域はみられなくなる。3～5 月には赤道以北の海域、とくにベンガル湾 
南部やアラビア海南部に釣穫率が高い。11～1 月には 90°E 以東の赤道以南の海域で 
釣穫率が上昇する傾向がうかがわれる。魚体組成に関する資料が乏しく充分な検討は 
出来ないが、海域差や地域差は小さいもののようである。5°N～10°S、50°～70°E の 
海域から得られた魚体組成を示せば、第 169 図の如くである。 
 
 第 169 図 インド洋のクロカジキの体長組成（5°N～10°S；50°～70°E） 
 Fig,169 Length freguency distribution of blue marlin in the Judian Ocean[ 
 
 三村・中村(1959)の記述は上記のように、極めて概括的なものである。しかし、上記は； 
イ）インド洋におけるクロカジキの分布の様相はおおむね太平洋の場合と対照的で、 
  分布の重心が、北半球の夏季には赤道以北に、冬季には以南に移動する。かような 
  移動は♂の移動による、 
ロ）魚体組成は西部赤道太平洋や 10°～20°S の海域のものにほぼ一致する。 
  このことは、♂の割合が極めて大きく出現する魚群は生殖と密接な関係下にある。 
ことなどを示唆する。 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G－５ シロカジキ 
 
G－５－１ 太平洋のシロカジキ 
 
 中村（1937,1944b,1949）は、台湾近海におけるシロカジキの分布について； 
イ）黒潮流域方面では、突棒漁業の漁期に当たる 10～3 月に多く、とくに漁期の初期に 
  多い（第 33 図参照）。3 月以降には北方に移動するものと想定される、 
ロ）台湾に水揚げされるものは殆んど♀で♂は稀である。 
ハ）性により魚体の大きさを異にし、♂では 120 ㎏を越えるものは極めて稀で 
  そのモードの体重は 40～60 ㎏である。 
ニ）漁期の末期が近づくにつれて小型魚の割合が増加する傾向がみられる。 
などと述べている。 
 古川・古藤（1959）は東支那海におけるシロカジキの分布について、あらまし以下の 
ように述べている。 
イ）東支那海に来遊するものが南方の海域のものといかなる関係にあるかは明らかでない 
  が、中村（1937,1949）から 3～4 月に台湾東方を北上したものがこの海域に入り 
  11 月頃から南下するものと推量される。 
ロ）季節別の漁況は以下の如くである。 
  7～9 月；100 尋線を中心として東西に幅広く漁場が形成されるが、マカジキ・ 
       バショウカジキに比してやや浅いところで漁事が多いもののようである。 
       釣穫率は年間の最高を示し、ことに 32°～34°N と 29°～30°N の 
       範囲で高率を示す（第 149 図参照） 
  10～12 月；漁場の形成はやや南西に伸びて 25°N に達する。釣穫率は南高北低の 
       傾向を示す。 
  1～3 月；全般に釣穫率が低下し、魚釣島近海に低率の漁場が残るにすぎぬ。 



 

  4～6 月；漁場が北東に拡大され、北限は 29°N に達する。釣穫率も前節に比して 
      明らかに上昇する。 
ハ）魚体組成は第 170 図の如く、主群のモードが隔年に変動する傾向がみられる。季節 
  別にみると、4～6 月には大型群が卓越し、7～9 月には年間を通じて最も小型化する。 
  このことは、北上期の初期には大型魚が先行し、6 月以降には小型魚が添加される  
  ことを示す。 
 
 第 170 図 シロカジキの魚体組成（東支那海） 
 Fig,170 Length frequency distribution of black marlin in the East China Sea 
 
 太平洋においてこの魚の分布密度が最も大きい海域は Coral Sea である。 
この海域における分布については上村・本間（1959）が記述している。その大要は以下の 
如くである。 
１）漁況の季節変化 
 シロカジキの魚体形成は、他魚種のそれとは全く性格を異にし、オーストラリア北東部 
の陸地に沿ったごく狭い海域が漁場となっている。10～12 月に釣穫率が高く、1 月には 
急低下する。10～1 月の釣穫率の分布は第 171 図の如くである。 
 
 第 171 図 シロカジキの釣穫率分布 
 Fig,171 Distribution of hook-rate for black marlin 
 
 図のように、漁場はほぼ 10°～20°S の距岸 250 マイル以内に形成される。10 月以降 
12 月まで、漁場の位置や拡がりには大きな変化は見られないが、釣穫率には顕著な変化が 
認められる。第 172 図にみられるように、釣穫率は 10 月から 11 月にかけては増大するが 
12 月には急低下し、1 月には痕跡的となり、漁場は消失する。12 月以降の魚群の移動 
方向は、この時期が南半球の春から夏に向かう季節であり、すべてのマグロ・カジキ類の 
南下期に当たることと、第 171 図にみられる釣穫率の分布とからみて。魚群が北方に移動 
するとは考え難い。おそらく大陸に沿って南方に分散するものであろう。10 月以前には 
資料がなく、分布状態は明らかでないが第 171 図と第 172 図からみて、釣穫率は 10 月 
よりも低いものと想定される。したがって、この海域におけるシロカジキの漁期、 
すなわち分布密度の大きい時期は、11 月を中心とした 10～12 月とみて大きな誤りは 
ないものと思われる。 
 第 172 図はシロカジキの主分布域となっている 10°～20°S の海域におけるシロカジキ 
とキハダの経度別、月別の釣穫率である。 
 
 第 172 図 シロカジキ漁場（150°E 以西）におけるシロカジキとキハダの経度別釣穫率 



 

      の月変化 
 Fig,172 Comparison of the monthly changes in hookrate of black marlin and yellowfin 
          Tuna in the black marlin ground(west of 150°E) 
 
 図は； 
イ）10～11 月には、シロカジキの釣穫率が南側に高く、キハダのそれは北側に高い。 
ロ）12 月になるとシロカジキの釣穫率は全般的に低下し、キハダの高釣穫率帯が南方に 
  拡大される。 
ハ）1 月には、シロカジキの分布は全く痕跡的となり、全般がキハダの高釣穫率帯となる。 
ことを示し、この海域では時日の経過にともなって漸次キハダがシロカジキに入れ代る 
ことを示している。 
２）魚体組成 
 シロカジキ漁場のおけるこの魚の魚体組成は第 173 図の如くである。 
 
 第 173 図 10°～20°S、150°E 以西におけるシロカジキの体長組成（10～12 月） 
 Fig,173 Length frequency distribution of black marlin in the waters 10°～20°S 
     West of 150°E（oct~Dec） 
 図のように、主体長範囲は 150～250 ㎝で大きい方に著しく裾を曳いている。この魚でも 
雌雄によって魚体の大きさを異にし、♀は♂よりも大型に達することが知られているから 
大きい方に裾長となっているのはかような事情を反映したものと思われる。 
 上村・本間（1959）の知見の概要は以上の如くである。注目されることは、この方向に 
おいて分布密度の大きい時期が 10～12 月の短期間に限られ、この季節を除くと、分布が 
全く痕跡的となることである。性比や生殖腺の熟度などの資料がないことは遺憾であり 
そのため断定はできないが、分布の期間がごく限られていること、分布する時期が南半球 
の春～夏季であることおよび魚体組成から推すと、この季節にこの海域に出現するものは 
産卵群である可能性が大きいものと思われる。この想定が当っていれば、この魚は後章に 
述べる“やや高緯度の海域で産卵するもの”の範疇に属するものといえよう。 
 
G－５－２ インド洋のシロカジキ 
 
 インド洋のシロカジキに関する三村・中村（1959）の記述の概要は以下の如くである。 
１）分布 
 第 174 図に 1956 年 3 月までに得られた経・緯度各 1°区画内の平均釣穫率が示されて 
いる。 
 
 第 174 図 インド洋におけるシロカジキの釣穫率分布 



 

 Fig,174 Distribution of hook-rate for black marlin in the Jndian Ocean 
 
 図はインド洋におけるこの魚の分布密度は、濠印諸島海域に大きく、洋心部では一般に 
小さいことを示している。分布にみられる季節変化は大まかにみて、 
イ）10～3 月にはバンダ・フロレス・アラフラ海域に大きく、オーストラリア北西沖合でも 
  かなり大きい。 
ロ）4～9 月にはジャワから小スンダ列島に至る沿岸域に分布密度が大きく、濃密分布域は 
  季節がすすむにつれて西方に移動する傾向を示す。 
ものといえよう。 
 
 
２．魚体組成 
 
 バンダ・フロレス・アラフラ海（A）と 15°S 以北の 100°～120°E の海域（B） 
および洋心部（0°～10°S、50°～60°E）（C）の各海域からの資料に基づく体長組成は 
第 175 図の如くである。A・B 両海域では、4～9 月と 10～3 月の季節に区分し、C 海域の 
ものは周年の状態を示している。 
 
 第 175 図 シロカジキの魚体組成 
A;バンダ・フロレス・アラフラ海域 
B;15°S 以北、100°～120°E 
C；0°～10°S、50°～60°E 
 Fig,175 Length frequebcy distrivution of black marlin 
A;Banda,Flores,ArafuraSeas 
B;seas north of 15°S berween 100°and 120°E 
C;Seas 0°～10°S、50°～60°E 
 
図は； 
イ）季節が同じであれば、A・B 両海域に分布するものの体長範囲はほぼ一致する。 
ロ）4～9 月のものでは 135～150 ㎝に著しいモードがみられ、小型群が卓越する。 
  10～3 月に出現するものでは体長範囲は 100～300 ㎝で、体長範囲は 4～9 月よりも 
  大きく、かつ大型魚の割合が著増する。 
ハ）C の海域のものの体長範囲は 100～300 ㎝で、A・B 両海域の 10～3 月のものに一致 
  するが、200～220 ㎝の中型魚の割合が大きい。 
ことを示している。図は洋心部と濠印諸島海域とでは分布するものの魚体組成に著しい 
差異があることを示唆している。 



 

 
３．魚群の補充機構 
 魚群の補充機構を論じ得るほどの知見はないが、次に述べる２点は、この問題に関する 
手掛かりとなり得るものと思われる。 
１）A・B 両海域における海流の分布をみると、10～3 月には B 海域に流入する海流があり、 
 またほぼ 110°～120°E の海域に南北に走る潮境が現われる。4～9 月には流向が反転し 
 また 110°～120°に前期に現われた潮境は消失する。A 海域で分布密度が大きく 
 なるのは、外洋からの海流が流入する時期に当た 
り、B 海域では逆に A 海域から外洋に 
 向かって流れる時期に分布密度が大きくなる、このことは生活領域の拡大と縮小に 
 伴って魚群が移動している可能性を示唆する。 
 
２）A・B 両海区において、4～9 月に大型群が減少し、10～3 月に大型群が増加することは 
  3 月と 9 月を中心とした時期に大規模な魚群の交替があることを示す。A 海域における 
  分布密度の向上が大型群の添加によるところが大きいことは第 175 図から明らかで 
  ある。B 海域では事情を異にし、小型群が主体となる 4～9 月に分布密度が大きい。 
  このことは 3 月を中心とした時期に大量の小型魚群がこの海域に添加されることを 
  示唆する。 
 Howard,Ueyanagi(1965)はインド洋東部も含めたこの魚の分布を論じている。その 
大要は以下の如くである 
 この魚は太平洋の暖水域に広く分布しているが、分布の様相には、濃密分布域が１）東 
支那海 ２）ジャワ南方からスンダ列島に至る沿岸域 ３）サンゴ海から豪州東岸、 
４）メキシコから南米北部に至る沿岸域 などの大洋の周辺部にみられるという特長が 
ある。太平洋洋心部での出現状況は散発的である。熱帯域では分布は東西に続いているが 
温帯域にはほとんど出現しない。熱帯の外洋では島峡の周辺に分布する傾向がある。 
（中村・1951、Royce,1957;古藤、古川、児玉 1959；上柳、1963b） 
 上述の１）～４）の濃密分布域に分布するもののうち、２）～４）はそれぞれ独立の 
Population と考えられるが、１）は独立したものとは考えられない。インド洋の洋心部に 
おける分布密度が太平洋洋心部における分布密度よりも著しく大きいことは、 
東部太平洋の Population が西部太平洋のそれよりも小さいことによるものと思われる。 
  
 １．インド洋と西太平洋群 
a)産卵 
 この魚の若年魚の分布についてはまだ全く知見がない。仔・稚魚の出現に関する僅少な 
知見と成魚の生殖腺の状態からみると、南北太平洋とインド洋に分布するものの主産卵 
海域は、サンゴ海とオーストラリア北西沖合を含む濠印諸島海域と思われる。サンゴ海 



 

では大規模な産卵が行われ、産卵活動は 10~11 月に最大であることが知られている。 
b)分布に季節変化と回遊 
イ）サンゴ海 
 上村・本間（1959）の知見に、170°W 以西およびソロモン群島近海から得られた知見

を加えると、この方面における分布の季節変化は以下の如くである。 
 沿岸域における 7～8 月の分布状態は資料が乏しい為明らかでない。資料の範囲では、 
魚群は 9 月に出現しはじめるもののようである。20°S 以北の沖合では 9 月中の釣穫率は 
0.1％以下であるが、10 月になると距岸 250 マイル以内の 10°～20°S の範囲に分布密度

がおおきくなり、12 月きで分布密度が大きい。10 月以降には魚群が南下する傾向が 
うかがわれる。（第 176 図(第 172 図（上村、本間 1959）に比して 12 月における釣獲率が

著しく大きいことが注目される。) 
）かような南下の傾向は沖合にも認められる。 
 第 176 図 サンゴ海におけるシロカジキの月別釣穫率 
 Fig,176 Hook-rate for black marlin within the coral sea by month 
1 月になると沿岸域の分布密度は急低下し、魚群はこの海域から殆んど姿を没する。 
10~12 月にこの海域に分布するものは産卵群と想定されている（上柳,1960a） 
 この海域から逸散した魚群は、オーストラリア沿岸を南下するものと想定されているが 
一部は沖合にも逸散 
するものと思われる。マグロ延縄漁業を介しては沿岸域を南方に 
逸散した魚群の追跡は不可能であるが、New South wales 方面の遊漁では、1～3 月にこの 
魚が最も多く漁獲されている。４月になると海況の変化に伴ってこの魚は沿岸域でも沖合 
でも北上を開始するもののようである。 
ロ）東支那海 
 東支那海におけるこの魚の分布の様相は古藤他（1959）によって記述されている。 
ハ）濠印諸島周辺の海域 
 三村・中村（1959）に新たな知見を加えると、この方面の海域における分布の様相の 
概要は次の如くである。 
A．アラフラ海～バンダ海 
 周年分布するが、1～4 月に分布密度が大きくなる。 
B．チモール海 
 資料が乏しいが、4~10 月に分布密度が大きくなるもののようである。 
C．ジャワ～小スンダ列島沿岸 
 この方面では 5～9 月に分布密度が大きい。5～6 月には、110°～120°E の海域に分布 
 密度が大きく、7 月以降には魚群が西方に移動する。10 月には分布密度が若干上昇 
 するが、11～3 月の期間には著しく低下し、4 月になると上昇しはじめる。 
D．オーストラリア北西海域 



 

 分布密度は 11～3 月に大きく、4 月には低下しはじめる。5～7 月には資料が少なく 
 状況は明らかでないが、分布密度は小さいものと想定される。8～9 月にも分布密度は 
 小さいが、10 月になると上昇しはじめる。 
 三村、中村（1959）(第 156 図参照)は A・C 両海域に 4～9 月には体長 130～160 ㎝の小

型魚が 10～3 
月には大型魚が卓越することを示している。 
 
C）濃密分布域間にみられる魚群の関係 
 古藤他（1959b）は魚体組成にみられる季節変化から東支那海と南支那海の魚群間には 
関連があり得るものと想定している。また三村・中村（1959）は、アラフラ～バンダ海の 
魚群とジャワ～小スンダ沿岸域の魚群との間には交流があり得るものと想定している。 
知見の現状では、これらの海域におけるこの魚の回遊状況は明らかでないが、二・三の点

を示せば以下の如くである。 
 各海域において最高の分布度を示す季節は第 177 図の如くである。 
 
 第 177 図 西部太平洋とインド洋におけるシロカジキの濃密分布域とそれらの相互関係 
 Fig,158 Areas of concentration of black marlin in the western Pacific and Jndian  
         Oceans and their relationship 
 
 E；東支那海 
 D；南支那海 
 A；アラフラ海～バンダ海 
 T；チモール海 
 B；ジャワ～小スンダ列島沿岸 
 C；オーストラリア北西沖合 
 S；サンゴ海 
 
 ジャワ～小スンダ列島沿岸域(B)とオーストラリア北西沖合(C)とでは、最高分布密度とな

る 
時期が正反対となっているが、これは海況の季節変化に伴って魚群が南北に移動する 
ことによるものと考えられている。10 月にはジャワ～小スンダ列島沿岸域(B)に魚群が出現

し、 
11～3月には南方のオーストラリア北西沖合(C)に移動し、5～9月には反転して北方に動く。 
 アラフラ海～バンダ海では、魚群が集結する時期は 1~4 月である。一般にこの時期には 
魚群は南方に移動するものとされている。三村・中村（1959）はこの方面の魚群とジャワ

～小スンダ列島沿岸域の魚群との間には関連があり、これら両海域間の魚群の移動は海流



 

の流向の季節変化に結びつくものと想定している。しかし、10～3 月には魚群は南方に、 
4～9 月には北方に移動するという一般的な事象からみると、10～3 月にジャワ～小スンダ 
列島沿岸流からアラフラ海方面に、4~9 月にその逆の移動を行うとの想定は全面的には 
肯定しがたい。アラフラ海方面の魚群は東支那海の魚群に由来するとみる方が合理的で 
あろう。アラフラ海方面の魚群はチモール海を中継地として、ジャワ～小スンダ列島沿岸 
およびオーストラリア北西沖合の魚群と関係をもつものとみられる。チモール海では 4 月

と 10 月に分布密度が増大するが、このことはチモール海を経由して、4 月には 
オーストラリア北西沖合からアラフラ海方面に、10 月にはその逆に魚群が移動することを 
示すものであろう。 
 4～9 月には、アラフラ海方面とジャワ～小スンダ列島沿岸域に小型魚が著増するが、 
かような小型魚は 6～9 月に東支那海に多い。かような事象は東支那海とアラフラ海の 
魚群間に密接な関係があることを示すものと考えられる。またアラフラ海～バンダ海を 
介して、東支那海とジャワ～小スンダ列島沿岸域、およびオーストラリア北西沖合との 
間にも魚群の交流があることを示すものと考えられる。 
 アラフラ海方面にみられる 5 月以降の分布密度の低下は、この海域から魚群が北上し 
東支那海方面に移動することを示す。チモール海とジャワ～小スンダ列島沿岸域における 
5～6 月の分布の様相は、これらの海域からアラフラ海方面への魚群の移動を示唆する。 
しかし、魚群はアラフラ海方面に集結することなく、北上に際してこの海域を通過する 
ものと想定される。資料の不足から、南支那海における分布の様相は明らかでないが、 
木川・安楽（1959）は 6～8 月に分布密度が増大する傾向がみられるとしている。 
したがって魚群は南支那海には滞留せず、アラフラ海方面と東支那海との間の魚群の通路

となるものと考えられる。 
 アラフラ海方面と東支那海の間の魚群の移動経路については、南支那海の他に、 
フィリピンと台湾の東方沖合が考えられるが既往の資料からはかような推定は困難である。 
 インド洋群とオーストラリア東方群との交流については、暫定的に大規模な交流は 
ないものと想定しておくが、ビスマーク海とニューギニア北岸沖合を通路として相互間に 
若干の交流はあるものと思われる。成魚の交流とは別に 4～9 月にはサンゴ海からアラフラ 
海に向かう海流があるので、卵や仔・稚魚がこれに運ばれることもあり得よう（上柳、1960a） 
 
２．東部太平洋群 
 東部太平洋にはこの魚の分布に関する統計的資料が欠けている。 
 東部太平洋におけるシロカジキの分布の中心はパナマ湾と思われる。ここには周年豊富

に分布するが、11～5 月の乾燥時には 5～11 月の両季よりも分布密度が大きいものと 
思われる。 
 この分布中心域に最も近い海域でかなりの資料が得られているところは、エクアドル 
沿岸域であるが、この方面で分布密度の大きい時期は 6～10 月とみられる。ペルー沿岸 



 

では、銛漁業や遊漁が行われ、周年漁事があるが、6～11 月に分布密度が大きいもののよう

で 
ある。チリー沖合にも分布し、銛漁業で往々漁獲されている。パナマ湾以北には 
ほとんど資料が無いが、メキシコ沿岸には出現が記録されている。 
 東部太平洋のシロカジキは西部太平洋のものとは明らかに分離した Population であると 
考えられる。しかし、チリー北部に出現するものが、東部太平洋群に属するか Society 
Marquesas あるいは Tuamotu 群島方面からの流入群であるかについては確言できない。 
熱帯太平洋の全域にわたって分布がつづいてはいるが Royce(1957)が指摘しているように、 
分布の中心が甚だしくかけ離れていることから、インド洋群と西部太平洋群および東部 
太平洋群はそれぞれ独立の Population とみるべきであろう。 
 上述のように、Howard,Ueyanagi(1965)は、インド・太平洋域のシロカジキは独立した 
３群からなるものと想定している。しかし、かような想定には吟味を要する問題がかなり 
含まれているもののように思われる。 
 資料の乏しい東部太平洋のものについてはいまのところ論及できないが、この魚が 
熱帯太平洋の全域に分布していることは注目に値する。分布密度の大きいところが沿岸域 
となっていることは、この魚の分布の中心となる海域が分離して現われる原因とも 
みられよう。分布の中心となる海域間の距離が Population の分離の指標となり得るか 
否かはさらに吟味を要する問題と思われる。キハダの若年魚の出現状況について、 
Nakamura(1969)が指摘したとこと同様な問題があり得る場合も考えられる。 
 西部太平洋群とインド洋群の分離に関する Howard,Ueyanagi(1965)の考察には、 
さらに多くの問題点が指摘される。 
 サンゴ海とアラフラ海方面における分布状態をみると、サンゴ海に魚群が集結する 
時期は 9～12 月で、1 月になると魚群はほぼ完全に逸散する。逸散した魚群は主として 
オーストラリア東岸に沿って南下し、一部は沖合に去るものと想定されている。この 
想定はオーストラリア東岸南部の沿岸域における分布密度が夏季にやや増大することに 
基づいているが、かような増大がみとめられるとしても、大群が集団的に南下回遊するも

の 
とは認め難い。他方、アラフラ海方面に魚群が集積しはじめるのは１月で、サンゴ海 
方面から魚群が逸散する時期に一致している。両海域からの魚体組成の資料は必ずしも 
充分ではなく、月別の比較はできないが、第 173 図に示されたサンゴ海の 10～12 月の 
魚体組成と、第 175 図に示されたアラフラ海方面の 10～3 月の魚体組成とを対比すると 
両者の間には魚群の相違を示すほどの差異は認められ難い。これらのことは、両海域の 
魚群間に深い関係がある可能性を示唆する。 
 Howard,Ueyanagi(1965)は、両海域の魚群がニューギニア北岸沖合を経由して若干の 
交流を行う可能性と、卵や仔・稚魚が Torres 海峡を西流する海流に運ばれて、ある 
時期にはサンゴ海からアラフラ海方面に流入する可能性を想定している。しかし、成魚が 



 

トレス海峡を経由する相互交流には否定的である。けれども、トレス海峡に成魚が出現 
するとの情報があるので、上述のような否定的な見解は誤りであるかも知れぬ、と 
述べている。この魚に沿岸性が著しいこと、東支那海ではバショウカジキやマカジキより

も浅い所に分布する傾向がみられること（古藤他、1959）および表層を遊泳するため銛  
漁業の対象となることなどを併せて考えると、Torres 海峡を経由する移動が行われる 
可能性はあり得るものと思われる。アラフラ海やトレス海峡でマグロ延縄漁業が行われな

い理由は海が浅く操業が不可能なためであって、魚が分布しないためとは考え難い。 
 Howard,Ueyanagi が両海域間にトレス海峡を経由する魚群の交流がないとみると 
最大の理由はサンゴ海から魚群の逸散する時期が魚群の南下期に当たるということに 
あるもののようである。原則的にみると、１月はマグロ・カジキ類を通じて魚群の南下期 
である。しかし、サンゴ海に集結する魚群が産卵群であることに留意すべきであろう。 
アラフラ海方面に 1～4 月に集積する魚群の生態については知見が乏しいが、産卵群である 
可能性は大きく、この海域から小スンダ列島沿岸に至る海域は繁殖領域と想定されて 
いる（Howard,Ueyanagi 1965） 
 マグロ・カジキ類の産卵に通側的とみられる事象は、次章に述べるように、産卵盛期は 
春～夏季で、産卵群が産卵海域に集結しはじめる時期は、北半球では 3～4 月、南半球では 
9～10 月である。などである。サンゴ海にシロカジキが集結する時期は完全に通則と合致 
するが、アラフラ海では著しくおくれた 1 月であり、既述のように、サンゴ海から魚群が 
急速に逸散する時期に一致する。１月にサンゴ海方面の魚群がほぼ完全に逸散するのは、 
海峡が産卵に不適当となり産卵に関連する魚群がトレス海峡を経てアラフラ海に移動する 
ことによる、との想定は無視し得ないように思われる。第 172 図にみられるように、 
1 月にはサンゴ海方面が完全にキハダの生活領域となっていることは海況の変化を示唆 
するものと思われる。両海域に出現するシロカジキの関係については、一層充実した 
資料に基づく検討が望ましい。 
 前述の２海域とは遠く距たっているが東支那海に出現するシロカジキが独立の集団で 
ないことは、この方面では全く産卵されないことからみて異論の余地はない。しかし、 
アラフラ海方面に１~４月に集結する魚群の主体が東支那海に由来するとの Howard, 
Ueyanagi の想定には吟味の余地があろう。なぜならば、分布域の広さや分布密度から 
みて、東支那海の魚群量がアラフラ海方面の魚群量を支えるに足るほど大きいものとは 
考えがたいからである。東支那海に出現するものが、サンゴ海のものと関連したものか、 
アラフラ海方面のものに関連したものかは論断し得ないが、いずれに補充されるとしても 
補充源としての意義がさほど大きいものでないことは確実と思われる。むしろインド洋 
洋心部における分布密度は、太平洋洋心部のそれよりも大きい（Howard,Ueyanagi,1965）
に注目すべきであろう。それぞれのもつ補充源としての比重は明らかでないが、サンゴ海 
に 9～12 月、アラフラ海方面に 1～4 月に集結するものが産卵群であることからみて、 
両海域への補充は、それぞれ集団に属する索餌群の各分布域から行われるものとみるべき



 

であろう。もし、両海域に出現する産卵群が、先に想定したように同一集団に属するもの

であれば、サンゴ海にまず出現する魚群は、この Population に属する索餌期の魚群の 
全分布域から補充されるものとみるべきであろう。 
 4～9 月には、豪印諸島海域に小型群の顕著な添加がみられ、同じ季節に東支那海にも 
小型群が増加する。かような季節の一致から Howard,Ueyanagi(1965)は、東支那海に 
出現する小型群は豪印諸島海域のものと関係をもち、ジャワ～小スンダ列島沿岸（B 海域） 
とオーストラリア北西沖合（C 海域）に集結したものがバンダ海（A 海域）を経て北上する 
ものと想定している。 
 既述のようにこの魚の若年魚の分布に関する知見は極めて乏しく、上記の諸海域に 
出現する小型群の補充機構は明らかでない。東支那海に出現する小型群が南方の海域から 
補充されることには疑問の余地がない。この魚の繁殖生態からみて、その補充源が豪印 
諸島海域にあるとみて大きな誤りはないであろう。しかし、Howard,Ueyanagi の想定した 
回遊経路には若干吟味の余地がありそうに思われる。なぜならば、豪印諸島海域で小型群

が最も濃密に集積するところはジャワ～小スンダ列島沿岸域である。この海域の魚群は 
ときとともに西方に徐々に移動する傾向を示すが、北方への移動を示す要素は認められな

い。 
 この魚は雌雄によって魚体の大きさを異にし、体重 120 ㎏を越える大型魚はすべて♀で 
あることが知られている。しかし、南支那海を含めて台湾近海に出現するものは、魚体の 
大小にかかわらず、殆んど♀で♂は極めて稀である（中村、1944a,b）との知見は、この魚

が雌雄によって行動を異にする可能性を示唆するものであり、この魚の分布構造の 
究明に重要な意義をもつものといえよう。 
 以上のように、インド・太平洋域におけるシロカジキの分布に関する知見はまだ 
極めて貧弱である。かような状態を打開するにはまず漁獲対象に入る前の若年魚の 
分布を明らかにすることが不可欠と考えられる。繁殖領域からみて、かような若年魚は 
豪印諸島海域に分布する可能性が大きいものと思われる。しかし、小型魚が著しく 
集積するところがインド洋東部にみられること、および、洋心部における分布密度が 
太平洋よりもインド洋に大きいことからみて、インド洋の熱帯から温帯に及ぶ全沿岸域に 
ついても出現の有無を検討すべきであろう。 
 従来は分布構造究明の手掛かりを主要な分布域とそこに出現するものの魚体組成の 
時空的変化のみに求めたが、これらの資料に性比に関する資料を加えることが、問題の 
正しい解明に導くものと思われる。 
 
 
 

G―6,メカジキ 
 



 

 メカジキは熱帯から亜熱帯に及ぶ各太平洋に広く分布し、主として延縄により、一部は

銛漁業によって漁獲されている。三陸方面には“メカ縄または夜縄”と呼ばれる漁業があ

り、メカジキを主対象とし、ヤリイカを餌料として夜間に操業している。同一海域で行わ

れた“よ縄”と“ひる縄※”のメカジキの釣確率は 0.55 : 0.28（木川、1954）となってい

る。このことは、この魚が夜行性で有ることを示すものと想定されている。 
※通常のマグロ延縄漁場で昼間に操業される。 
 分布に関する資料は主として延縄漁業から得られている。西部太平洋ではそれらの資料

が一応整理され報告されているが、インド洋と大西洋の資料はまだ整理されていないので、

ここでは西部太平洋における分布について記述する。 
 中村（1951）は、日本近海におけるメカジキの主要分布域は親潮と密接な関係にあるも

のと想定している。太平洋の全域を通観すると、この魚の分布密度の大きいところは、三

陸沖の他、カリフォルニア沖合、ペルー沖合、オーストラリア南部およびニュージーラン

ド沖合などで、これらの海域はすべて季節的には寒流の影響が大きいところである。 
 西部太平洋におけるメカジキの分布について、木川（1954）はあらまし以下のように記

述している。 
１ 分布と漁場 
 知られた範囲では、西部太平洋におけるメカジキの濃密分布域（漁場）の北限は 45゜Ｎ

に達している。この方面に漁場が形成される季節は晩夏（８月）から３月までである。８

月の漁場は、40゜～44゜N の範囲に東西に長い帯状に形成されるが、季節の推移とともに

南西に移動する。この移動の様相はビンナガ漁場の移動の状態に相似的である。８～１２

月には分布密度は明らかに北高南低の傾向を示している。 
 漁場が形成された当初には、日本近海では釣確率が低く、150゜～170゜E の範囲分布度

が大きい。以東の状況は明らかでないが、北米沿岸まで分布域がつづく可能性※が考えら

れる。１月以降になると漁場の中心は３２゜～３４゜N 附近となる。 
※日本の延縄船はすでに北米太平洋沖合にも進出し、メカジキも漁獲されている。業者に

よれば、この方面のメカジキ群の西方への移動が追跡できるとのことである。 
 伊豆小笠原列島の東方では、季節を問わず釣確率がやや高い。この方面に分布するもの

が、３０゜N 以北の北太平洋流域に分布するものと異るものか否かは明でない。現状では

考案の拠り所がないので、かような高釣獲率は地形によるものと想定しておく。 
 以上の他冬季には、紀南海域、沖縄海域および台湾東方などの諸海域に高い釣獲率を示

す場合がある。紀南海域では４月にも釣獲率がやや大きいが、ここに来遊する魚群は後述

のように、伊豆・小笠原列島線の東方に出現するものとは回遊経路を異にするものと想定

される。 
 亜熱帯収歛線以南の熱帯海域では、周年散発的に漁獲されるが、漁場といえるほどに分

布密度は大きくない。中村(1951)、Ｎａｋａｍｕｒａ ｅｔ ａｌ.(1951)は; 
1) この方面の海域では体長 30mm 以下の稚魚が往々にして稚魚網で採取されること、 



 

2) この方面で漁獲されるマグロ、カジキ類の胃内容物中に、この魚の幼魚が頻繁に出現す

ること、 
3) ５０～１００cm 級の若魚がしばしば延縄で漁獲されること、 
4) かような幼・稚魚は亜熱帯収歛線以北の海域には出現しないし、１００cm 未満の若魚

の出現もきわめて稀※であること、 
5) 亜熱帯収歛線以北に分布するものは、すべて性的活性の低いもので、この方面で産卵す

る可能性が認められないこと、 
などの理由から、亜熱帯収歛線以南の熱帯海域はこの魚の繁殖領域であり、以北の海域は

索餌領域であろう、と想定している。 
※中村秀也（１９３５～’36）は６６０cm と８６０cm の若魚を房洲沖で採集している。 
 
２. 魚体組成 
 ２-１、海域別の魚体組成 
 資料が乏しいし、性格を異にする分布域の区分も明かでないが、西部太平洋を; 
A、 伊豆近海を含む日本東方海域 
B、 北太平洋流々域 
C、 紀南海域 
D、 熱帯海域 
に区分し、各海域から得られた魚体組織を図示すれば、第１７８図となる。 
 
A、 日本東方海域（２０゜～４５゜Ｎ、１４０゜～１６０゜E） 

図のように体長組織は単峰型で、モードの体長は、１４０～１５０cm にみられる。平

均体重は約５２kg となっている。 
B、 北太平洋流々域（２０゜～４５゜Ｎ、１６０゜～１８０゜Ｅ） 

この海域においても、体長組織は単モードとみとめられる。モードの位置は１５０～１

７０cm にみられるから、A の海域に比して大型魚の割合が著しく増加している。平均

体重はＡの海域のものより約１５kg 大きく 69.5 ㎏ 
となっている。A、B 両海域間にみられるような魚体の差異は、両海域間の魚群の系統

的な差異を示すものではなく、この方面に分布するビンナガやメバチにみられた“大型

魚の割合が東方に向って漸増する傾斜的な変化”がメカジキにも存在することを示すも

のと解すべきであろう。 
C、 紀南海域（２０゜Ｎ以北、１３０゜～１４０゜Ｅ） 

この海域では、１００～１３０cm 級のものが主となり、単モードの体長組織となって

いる。平均体重は２５kg 内外で、A、B 両海域のものに比して著しく小さい。 
D、 熱帯海域（０゜～２０゜Ｎ） 

２０゜Ｎ以南から得られた資料が乏しいので、東西にも南北の方向にも区分して比較す



 

ることはできない現状であるため一括して図示した。 
 ２０゜Ｎ以北では、海域によってモードの位置にズレはみとめられても、すべて単モ

ードになっている。しかし、２０゜Ｎ以南の海域では、魚体組織の様相が２０゜Ｎ以南

の海域では、魚体組織の様相が２０゜N 以北とはかなり著しく相違し、図に現われたと

ころでは、７０～８０cm; １２０～１３０cm にそれぞれモードとみられる部分があり、

１６０～１７０cm と１９０～２００cm にもモードらしいものがみとめられる。 
 
第１７８図、海域別の魚体組成（メカジキ）Fig.178,Size freguency distribution 05 
swordfish by sea area 
 

２-２、魚体組成の季節変化 
 北太平洋流々域を１６０゜Ｅの東西に区分し、両海域の月別魚体組織を示せば第１７９

図となる。 
 
 第１７９図、月別の魚体組織（メカジキ）Fig.179.Length freguency distribution of 
Sword-fish  by month 
 １６０゜Ｅ以西の海域では、１～２月に小型魚の割合が著増し、３月になると１２月以

前の状態に復元することが認められる。１６０゜E 以東では以西のように顕著ではないが、

小型魚が増加する傾向がみられる。１６０゜E 以東に大型魚の割合が大きいことを除けば、

これら両海域の魚群が異質のものであるとは認め難いから、漁期の初期に分布密度の大き

い海域が日本近海と１６０゜E 以東に分離してみられることは、系統を異にする魚群が出現

することによるものとは考え難く、理由は明かでないが、環境条件によるものと想定され

る。 
 

３. 性比 
 １４０゜～１６０゜Ｅの海域からの性比に関する資料は、10～3 月の期間には、♀の割合

が全体の６０～８０％となっていることを示している。４～６月の資料によれば、性比は

逆転して♂が卓越することを示している。かような事象は、４月頃に魚群の代謝が行われ

ることを示唆するとともに、１～２月に小型魚の増大する原因が♂の添増加による可能性

をも示唆するが、資料は極めて乏しい現状では、いずれの場合も明かでない。 
 木川（１９５９）は、上述の木川（１９５４）以後に入手した資料を加えて、日本近海

から１８０゜Ｅまでの北部太平洋におけるメカジキの分布を、あらまし以下のように記述

している。 
 ここには日本近海から１８０゜E までの海域のみについて記述するが、亜熱帯収歛線以南

の熱帯域に分布するメカジキは、生活史の異った段階を代表するものであるに過ぎぬとの

観点に立脚している。また、用いられた資料は、メカジキを対象とする“夜縄“からのも



 

のに限り、一般の延縄からの資料は一切除去した。除去した理由は、操業形態によってこ

の魚の釣獲率に著しい差異が認められ、分布密度の尺度として同一視できないためである。 
 釣獲率によって、北太平洋のメカジキの漁場帯の季節移動を示せば、第１８０図の如く

である。 
 
第１８０図、メカジキ漁場帯の季節移動 
Fig,１８０, Seasonal movement of the swordfish ground 
 
 図によって魚群の動きを追跡すると; ８月には１５０゜～１６０゜E の４０゜N を中心

とした海域に先駆集団が現われ、９月になると分布域が急速に西方に伸び、その西端は三

陸沖に達する。１０月になると、１８０゜以西の４０゜N を中心とした全域に分布密度が

大きくなり、１１月には分布域はほぼそのままの形で南下する。１２月には漁場の南限が、

１６０゜E 以東では３３゜～３４゜N となっているが、これより西方では３０゜Ｎ附近と

なり、西端では３０゜N を越え、ここに伊豆諸島東方漁場が形成される。１月になると、

最西端はさらに西方に伸び、伊豆諸島に接するようになる。これより東方の洋心部でも漁

場は南下し、その南縁は３０゜N に達する。漁場の南下は１１～１２月に早く、１月以降

には緩慢である。３月には南下は停止し、漁場は東方から逐次消滅する。かような漁場の

南下は、極前線の北方からの圧力によるものと想定される。 
 上述の北太平洋におけるメカジキ漁場の季節移動を、矢部他（１９５９）は第１８１図

のように示している。 
 
第１８１図、メカジキ漁場帯の季節移動 
Fig,１８１, Seasonal movement of the swordfish ground 
木川（１９５９）は木川（１９５４）の資料にその後の資料を加え１４０゜から１８０゜E
の範囲を経度１０゜毎に区画し、各区画内の魚群量指数※を第１８２図のように示し、太

平洋のメカジキについてあらまし以下のように記述している。 
 
※釣獲率×漁場面積（ここでは漁場の南北幅） 
 
第１８２図、海域別・月別魚群量指数（木川、１９５９より） 
Fig,１８２,Index of the fish abundance of swordfish by sea area and month(After 
Kikawa,1959) 
 
第１８２図は、 
イ) 魚群量が東方に向って漸増すること、 
ロ) １５０゜から１８０゜E の範囲では、経度１０゜づつ東方に移るにつれて、最大魚群量



 

に達する月が１カ月づつ早くなっていること、 
ハ) １６０゜～１７０゜E と１７０゜～１８０゜E の海域では、１～２月に魚群量が再び増

大する傾向がみられ、その傾向は１７０゜～１８０゜E の海域にことに著しいこと、 
などを示している。 
 ロ）の現象は魚群が東方から西方に移動することを示唆するものと想定されるが、ハ)の
現象が如何なる理由によるものかは明かでない。 
 ３０゜N 以北と２０゜～３０゜N の範囲を経度１０゜毎に区画し、各区画内の漁獲物の

月別平均体重を示せば、第３７表となる。 
 
第３７表 海域別・月別平均体重 

Table 37,Mean body weight of swordfish by sea area and month(kg) 

A, ３０゜N 以北(Area north of ３０゜N Lat.) 

 

月  経度 E １３０゜～１４０゜ １４０゜～１５０゜ １５０゜～１６０゜ １６０゜～１７０゜ １７０゜～１８０゜ 

8 - - - 52.5  52.5  

9 10.5  - 58.5  42.0  69.0  

10 18.0  - 52.0  63.0  65.0  

11 20.0  54.0  43.5  60.0  55.5  

12 19.0  46.5  52.5  63.0  66.0  

1 26.0  41.0  58.5  61.0  66.0  

2 28.0  40.5  52.5  54.0  60.0  

3 29.0  40.5  
49.5 

  
54.0  60.0  

4 28.0  40.0  - - - 

5 39.0  44.0  38.0  - - 

6 - - - 71.0  - 

7 - - - - - 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

B,２０゜～３０゜N(Area between ２０゜N and ３０゜N Lat.) 

月  経度Ｅ １３０゜～１４０゜ １４０゜～１５０゜ １５０゜～１６０゜ １６０゜～１７０゜ １７０゜～１８０゜ 

8 6.75  - - - - 

9 5.25  - - - - 

10 14.25  - - - - 

11 23.75  25.50  - - - 

12 23.25  30.75  39.00  - - 

1 23.75  32.25  41.25  - 66.00  

2 25.50  36.30  49.50  65.25  66.00  

3 23.25  38.25  52.80  52.80  52.50  

4 28.50  37.50  56.25  54.00  63.75  

5 40.50  30.50  48.30  57.00  - 

6 30.75  39.75  45.00  - - 

7 30.00  45.00  - - - 

 
 
 ３０゜N を境に海域を区分したのは、３０゜付近が北部太平洋漁場の南限となっているこ

とにある。表によって明かなように、３０゜N の南北を問わず、平均体重は東方に向って

漸増している。 
 
Ａ．３０゜Ｎ以北 
 
 表によって明かなように、１４０゜E 
東西では平均体重が著しく異り、季節的に相違はあるが、以西では以東よりも小さい。 
 
A－1, １４０゜以東 
 
１４０゜～１５０゜E の海域では、６～１０月の資料を欠くが、１１月から１月まで平均

体重は逐月低低下し、１～５月にはほとんど変化しない。第１８２図に現われたところと、

第３５表の平均体重を併せると、この海域の漁期の初期から魚群量が最大となる１月まで

の間、この海域に補充されるものの主体が小型魚であることが想定される。また１月以降

に平均体重に変化がないことは、この時期には、この海域から他海域に魚群の逸散はあっ

ても、この海域への添加はないものと考えられる。 
１５０゜E 以東では平均体重の季節変化を論ずるには資料に欠けるところが多いが、全般



 

的にみて漁期の末期に向って平均体重が手低下する傾向がうかがわれる。平均体重が低下

する時期が、この方面の魚群量の減少する時期に当たることからみると、平均体重の低下

には、小型魚の添加によるものとは考え難く、大型魚が他海域に逸散することによるもの

と想定される。 
 

A－２, １４０゜以西 
 
 この海域では以東の海域とは相反する平均体重の季節変化を示し、資料の範囲では、９

月以降５月まで、平均体重は増大の一途をたどる。このような平均体重の季節変化と平均

体重が小さいことは、紀南海域に出現する魚群が、伊豆諸島東方に分布するものとは著し

く性格を異にするものであることを示唆し、伊豆諸島が性格を異にする生活領域の境界と

なっていることを示している。 
 
B, ２０゜～３０゜N の海域 
 
 メカジキはこの海域でも若干漁獲されるが、この海域に稼働する漁船は少く、資料の最

も乏しいところである。 
 資料のやや豊富な１３０゜～１４０゜E の海域についてみると、平均体重には８月以降漸

増する傾向がみられる。同様な傾向は１５０゜～１６０゜E の海域にもみられるようである。 
平均体重にみられるかような季節変化は、３０゜N 以北の１４０゜E 以東のそれとは相反

し、紀南海域の状況と合致する。 
 第３５表 A,B の１３０゜～１４０゜の海域の平均体重の季節変化は、この方面の海域で

は８月に大型魚が逸散し、著しく小型の魚群と入替るものと認められる。８月は北部太平

洋に漁場が形成されはじめる時期であることは注目に値する。 
 ３０゜N 以北の伊豆諸島東方に分散するものと、紀南海域から２０゜～３０゜N の海域

に分布するものとは生態的定義を異にするものと想定されるが、両者の関係を具体的に説

明できるような知見はない。しかし、後者は前者の補充群と想定される。 
 北太平洋のメカジキの分布に関する木川(１９５４; １９５９)の記述の概要は以上の如く

である。 
 中村(１９５１ ), Nakamura et al(１９５１)は、亜熱帯収歛線以南の熱帯海域をこの魚の

繁殖領域と想定している。矢部他(１９５９)は、さらに充実した資料に基づいて、上記の想

定の妥当性を明かにしている。矢部他によって示された幼魚の最終地点は第１８３図の如

くである。 
 
第１８３図、メカジキ幼魚の最終地点 
Fig,１８３,Area of Captur of young swordfish 



 

 
 以上を総合すると、亜熱帯収歛線以南の熱帯海域はこの魚の繁殖領域で、産卵群と幼稚の

生活領域で、以北は索餌群の生活領域となり、生態(成長)の過程による生活領域の分離は、

他のカジキ類に比して著しく明瞭である。繁殖領域と索餌領域間の魚群の循環機構は、ま

だ充分に明かにされていないが、 
イ) フィリピン海に出現するものが、ビンナガでは産卵準備群であるが、メカジキの場合は

若年魚であること。 
ロ) 主産卵海域が、ビンナガでは２０゜N を中心とした北赤道流々域であるが、メカジキの

主産卵場はまだ明かでなく、熱帯海域の全域に及ぶ可能性があること。 
などを除くと、メカジキの分布構造はビンナガのそれに相似的であるといえよう。 
 若年魚の分布状態から推すと、将来の知見の充実によって、あるいはむしろメバチの場

合に相似的であるとされる可能性も考えられる。１４０゜E 以西の２０゜N 以北に小型魚

が８月に出現することは注目に値する。しかし、この方面に出現するもののみが北太平洋

漁場への補充源であるか否かは量的にみて疑問である。若年魚がマグロ延縄に漁獲される

状況から推すと、この魚の若年魚が広く熱帯域に分布する可能性は否定しがたい。北太平

洋の最西部に位置するフィリッピン海に若年魚の出現が多いのは、北赤道流と黒潮の分布

による可能性が考えられよう。知見の乏しい北米沿岸と熱帯海域に分布するものに関する

知見の充実が望ましい。 
 南太平洋、インド洋、南北大西洋のメカジキの分布構造はまだほとんど明かにされてい

ない。それぞれの大洋の個性を反映したものとなっていることは当然考えられるところで

あるが、これらの大洋における分布構造は、おおむね北太平洋の場合と対称的なものと想

定される。 
 


