
Ⅱ－3 回游 
 
Ⅱ－3－i 総 論 
 
前項に述べたように、種によって分離の状況には差異がみられるが、マグロ類は一般に

生態（成長）の過程によって生活領域を異にする。マグロ類の生態の段階は、通常次のよ

うに区分されている。 
１）仔・稚魚期（Larval and Post-larval stage） 
２）幼魚期（Juvenile stage） 
３）青年期（Adolescent stage） 
４）成魚期（Adult stage） 
しかし、以上のような分類はむしろ任意的なもので、１）、２）を除くと、定義もあいま

いである。１）、２）については、FAO World Scientific Meeting on the Biology of Tunas and 
Related Species, LaJolla, California, 1962 において次のように定義されている。 
１）仔・稚魚期：－体長 15mm 未満のもの 
２）幼魚期：－仔・稚魚期以後の 0 歳魚 
かように分類した場合、幼魚期に関する知見は極めて乏しく、僅かに捕食魚の胃の内容

物から得られたものや、集魚灯下で稀に採集されたものなどに限られている。したがって

幼魚の分布に関する知見はほとんど皆無ともいえる状態であり、かような状況にあること

が、マグロ類の資源構造に関する理解を困難ならしめている最も重要な原因の一つとなっ

ている。そのため、種々の漁業に加入する魚群の起源についても一致した見解がまだ得ら

れていない。 
上述のように、幼魚期の分布に関する知見はきわめて貧弱であるが、これらはある期間

繁殖領域に生息したのち沿岸域に出現する。その期間は種によって異なり、キハダ・メバ

チ、ビンナガなどでは１年内外となっているもののようである。キハダの場合にはしかし、

ハワイ諸島などのように繁殖領域内にある島嶼の沿岸には、発生後間もない幼魚が出現す

るもののようであるから、熱帯の沿岸域にはかような幼魚が一般に分布する可能性が考え

られる。クロマグロの場合には発生後 2〜3 ヶ月で沿岸域に出現する。かように沿岸域に入

ったものは一般に成群性が著しく、曳縄、旋網、竿釣りなどの対象となっている。 
この時代から成魚となるまでが一般に青年期群（Adolescents）と呼ばれるが、青年期の

生態は種によって区々である。 
キハダやメバチの場合には、大多数が 1 年内外を沿岸域にすごしたのち外洋に逸散する

もののようであるが、ビンナガ・クロマグロ・ミナミマグロなどのように成魚となるまで

に比較的長年月を要するものでは、沿岸域に留まる期間は 2~3 年とみられる。外洋に逸散

した青年期のものについてみると、キハダの場合には第 98 図に示されたように、成長に伴

って漸次洋心部に移動し、繁殖領域と青年期群の索餌領域の分離はきわめて不明瞭である。 



クロマグロ・ミナミマグロ・ビンナガなどの場合には、沿岸域を離れた魚群は繁殖領域

とは完全に隔絶した高緯度海域に分布し、さらに数年を経て成魚となる。しかるに、メバ

チの場合には、青年期の魚群は繁殖領域と、これとは全く分離した高緯度海域とに分布す

る。したがって、この魚はキハダとクロマグロやビンナガとの中間的な分布を示すものと

いえよう。 
一般に産卵を了えた魚は再び索餌領域に帰るものと考えられている。しかし、それぞれ

の種の索餌領域に分布するものの魚体組成からみると、索餌領域に戻るものの割合は種に

よって異なるものと判断される。例えば、第 98 図からみて、キハダの場合にはその割合は

無視し得るものと考えられる。しかし、メバチやミナミマグロの場合には、かなりの量が

索餌領域に戻るものとみられる。経産卵魚の死亡率についてはまだなにも知らされていな

い。 
かように種によって生態を異にするため、生態の諸段階を各魚種に適合するように分類

することは困難であるが、Nakamura（1969）は、以下のような分類が、マグロ類の分布

や回游を考察する上に便宜である、としている。 
１） 仔・稚魚期（Larval and Post-laraval stage） 

体長 15mm 未満のもの。 
２） 少年前期（Pre-juveniles） 

仔・稚魚期以降最初に漁獲対象となるまでのもの。 
３） 少年期（Juveniles） 
      沿岸域に棲息する若年魚。 
４） 青年期（Adolescents） 
      沿岸域から沖合に逸散したもので性的になお成長期にあるもの。 
５） 生殖期（Spawners） 
      産卵に関与するもの。 
６） 経産卵期（Spent fish） 

        産卵を了えて索餌期にあるもの。 
 
 既述のように、マグロ類は生態（成長）の過程で生活領域を撰択的に転換するが、この

ことは生活領域間に魚群の循環が行われなければならぬことを示す。かような循環が“生

態の転換に伴う回游”または“生活領域間の回游”と規定されており、仮説 7）は、かよう

な回游が、春秋の彼岸を中心としたやや限られた期間に行われるものとしている。 
一度ある生活領域に入ったマグロ類は、ある期間その生活領域内で種々の行動を行うで

あろう。また、生活領域そのものも季節的にその様相をかえ、それに伴って魚が時空的に

移動することもあろう。これらの移動が“同一生態下の回游”あるいは“同一生活領域内

の回游”と定義されている。 
マグロ類の回游は従来“産卵回游”、“索餌回游”、“季節回游”、“日週回游”、“垂直回游” 



などに分類されている。これらのうち“産卵”と“索餌”の両回游は意義が明確であり、

定義もしたがって明確である。しかし、他の回游は単に現象をとらえているだけで、生物

学的な意義はあまり明瞭でない。例えばいわゆる季節回游と呼ばれるもののうちには、産

卵回游と索餌回游とのある Phase が含まれているとみられるし、生活領域自体の変動に伴

う魚群の動きとみられる事象も含まれている。 
回游を上記のような二つの場合に区分すると、従来いわれている諸回游のうち、“産卵”

と“索餌”の両回游は、“生態の転換に伴う回游または生活領域間の回游”の範畴に属し、

他は“同一生態下の回游または同一生活領域内の回游”に一括され得るものといえよう。 
 

Ⅱ－3－ii  同一生態下の回游 
 
日週回游と垂直回游とは同一の事象を別な観点からとらえたものといえよう。マグロ類

も他の魚類と同様に、昼間は深層に、夜間には浅層に棲息するものと知られている。魚群

探知機の記録から、かような垂直方向の動きは、移動する DSL(Deep Scattering Layer)と
密接な関係をもつものとみられているから（第 39 図参照）、かような回游は索餌に関連し

たものとみて大きな誤りはないものと思われる。 
同一生態下の回游のうち、生活領域そのものの変動が魚群の時空的移動の原因となって

いる場合を、熱帯域のマグロについて示すことは一般には困難である。その理由は； 
イ）熱帯海域ではマグロ類の分布と海況に関する知見が不充分であること。 
ロ）熱帯海域では高緯度海域に比して海況の季節変化が不顕著であること。 

などにあるものと思われる。 
 熱帯域でもしかし、東部太平洋のような海洋構造に季節変化が著しいところでは、キハ

ダやメバチの分布がペルー海流や赤道湧昇の季節変化に強く支配されることが知られてい

る。既述のように、ペルー海流や赤道湧昇が発達する季節になると、24℃の等温線で囲ま

れた舌状の冷水帯がキハダやメバチの漁場を南帯と北帯に分離する。冷水帯の最も発達す

るのは 10~11 月であるが、この季節には冷水帯の先端はほぼ 135°W に達する。冷水帯の

一部にもメバチは分布するが、それらが生態的には周辺の海域に分布するものと全く異質

なものであることは既述の如くである。ここで注目すべきは 24℃という温度である。24℃
という温度は、他の海域ではキハダやメバチの適温範囲内にあり、これらの魚は 18℃内外

の低温域にも分布することが知られている。これらのことは、東部熱帯太平洋におけるメ

バチやキハダの漁場の分離の要因が温度にあるものではなく、他にもっと重要な要因を考

えるべきであることを示す。 
中村、山中（1959）は既述のように、西部赤道太平洋における地球観測年の資料と、観

測の行われた期間に行われた漁業からの釣獲率から、赤道反流の流軸の移動（恐らく赤道

反流の蛇行）とキハダとメバチの分布の重心の移動が対応的にみられることを報告してい

る。 



上述の 2 例は、熱帯域でも生活領域が移動すれば、マグロ類の分布の様相にも変動がみ

られることを示す好例といえよう。 
いわゆる三陸沖に出現するカツオについては、従来は温度を支配要因と考え、黒潮が温

度を調節することによるものと説明されてきた。三陸沖に出現するカツオが、いくつかの

異なった経路をたどるにせよ、南方に由来するものであることには疑問の余地はない。ま

た一方では、この方面に来游するカツオがほとんど 2 歳魚で占められていることが知られ

ている。これらのことは、三陸沖に出現する魚群が大きな Population の一小部分にすぎぬ

ことを示す。日本近海におけるカツオの北上回游期に、分布の北限のみをみていると、温

度を支配要因とする既住の説明がかなりうまく適合しよう。しかし、分布の北限である三

陸沖にカツオが集結したのちにも、その分布は南方につづき赤道に達している。また、漁

期がすすむにつれて、三陸沖のカツオ漁場の水温が若干上昇することが知られている。日

本のカツオ漁業が近年西部熱帯太平洋に進出しつつあることは既に述べた如くである。従

来いわゆる南方漁場が利用されることがほとんどなかった理由は、カツオが分布しないと

いうことではなく、漁場に対する知識が欠けていたこととエサの供給に難点があったこと

などにある。もしすべてのカツオがいわゆる適温を求めて回游するならば、上述のような

事象はみられぬはずである。 
かつて“カツオの適温は 18°~28℃であるから、漁業者はこの水温範囲の海で魚群を探

索するべきである”と記述されているのをみた。水温は高緯度の海域から低緯度に向かっ

て漸次上昇する。カツオの分布域の全体を通ずると、水温は 18°～28℃かあるいはこれよ

り多少高いものとなろう。したがって、ここに引用したことはそのこと自体が誤りである

とはいえないかも知れない。しかし、日本近海におけるカツオの漁期である北半球の夏季

に、18°~28℃の水温範囲の海域といえば、赤道から 40°N 附近に達する範囲となろう。

したがって、ここに引用した見解は、誤りではないにしても、漁場探索の指針としては全

く無意義なものといわざるを得ない。 
マグロ類の分布域の限界が、温度によってかなりうまく把握され得る。との前提に立て

ば、季節的にのみ魚群の出現をみる海域では、魚群の出現の予測に表層水温が有意義とな

ることは当然といえよう。かようにみる方が、例えば三陸沖へのマグロの出現が適温を求

めて回游するとみるよりも、事象の理解を容易にするものと思われる。また、生態（成長）

の過程で生活領域を異にすることを認識すれば、単一種のマグロに複数の適温が設定され

ていることも容易に理解され得よう。ある海域で表層水温があるマグロの出現の予測に有

効であるとしても、それが自動的に来游量の予測に効果的であるとはいい得ない。何故な

らば、来游量と温度との関係については何等の知見も得られていないからである。 
あるマグロ、あるいはある大きさのあるマグロがある海域に出現したりそこから逸散し

たりするのは、生活領域の拡大と縮小によるもので、かような生活領域の変動が水温の上

昇と下降となって現われる、とみるべきものと思われる。カルフォルニアの漁業界に“マ

グロの水（Tuna water）”という言葉があるが、この言葉は上述の概念を適切に表現してい



るものといえよう。かような受動的な魚の動きを“季節回游”と規定すれば、その意義も

自ら明確なものとなろう。 
ある海域におけるあるマグロの生活領域の季節的な拡大や縮小は年々規則的に繰返され、

生活領域の先端部における水温の年変動も通常は著しくないものであろう。かようにみる

と、生活領域の先端部の水温が魚の来游の時期や漁場形成の位置などの予測に役立つこと

は当然といえよう。しかしだからといって、魚がその温度を求めて移動するとみたり、そ

の温度を適温と定めたりすることには問題があろう。著者の示唆にしたがって、日本の南

西部沿岸では、近年 5~15 トンの小型船によるマグロ延縄漁業が発展しつつある。春～夏季

における主な漁獲物はキハダであるが、油津（宮崎県）を基地とするものについてみると、

初漁は例年種子島沖合から都井岬沖合附近にみられ、この方面での盛漁期は5~7月である。

初漁期におけるこの方面の表層水温は 18°~19℃であるが、盛漁期にかような低い表層水

温がこの方面にみられないことはいうまでもない。 
以上のように、マグロ類の分布や移動が特定の温度によって常に拘束されているとは考

え難く、温度が抑制要因として作用するのは、彼等の耐え得る温度範囲の上下両限とみる

べきであろう。例をカツオにとり、耐え得る温度範囲を 18°~28℃とすれば、18℃と 28℃
とがそれに当る。かよう想定に基づけば、マグロ類がその生活領域内のどこかに密集する

原因は、生活領域の縁辺部を除くと、例えば、海底地形とか餌料生物の分布などのような

温度以外の要因にあるものとみられよう。マグロ類の分布や回游と温度との関係が正しく

理解されるべきである。 
中村（1965）Nakamura(1969)は、ここに規定した季節回游の典型的な例として、北太

平洋のビンナガとオーストラリア東岸におけるキハダの回游とを以下のように記述してい

る。 
 

Ⅱ－3－iiA  北太平洋のビンナガ 
 
西部北太平洋では、ビンナガはその回游の方向を 3 月に反転し、それまでは延縄の対象

であったものが活餌漁業の対象となり、7 月初旬に日本の活餌漁業の漁場から逸散するまで、

魚群は徐々に北東に移動する。この場合の魚群の移動の追跡は比較的容易である。しかし、

日本の活餌漁業の漁場からの逸散が“生活領域間の回游”か“生活領域内の回游”である

かの断定は、逸散後の魚群に関する知見がほとんど欠けているために、今のところ不可能

である。また、活餌漁業が衰退する原因が、漁場が遠くなるためか、7 月頃に魚の生理・生

態に変化が生じ活餌漁業では獲れなくなることにあるか、も明らかでない。 
北米沿岸でのビンナガが漁業（曳縄などの表層漁業は、例年 6 月にはじまり、8~9 月が

盛漁期で、11 月下旬または 12 月初旬に終漁となる。したがって、日本の春～夏季の漁業（活

餌漁業）の終漁期と北米沿岸の初漁期とはほぼ一致する。かような一致は、日本の活餌漁

業の漁場から逸散した魚群が北米沿岸に回游する可能性を示唆する。しかし既述のような



（第 51 図参照）、日米両漁業の漁獲物の年齢組成の相違は、この可能性を否定する。既述

のように、北米沿岸域は、北太平洋のビンナガの少年期群の特例な生活領域とみられるか

ら、日本の活餌漁業の漁場から逸散した魚群の中漁業の主対象となっていた 4~5 歳魚の北

東方向への回游の終点は北米沿岸ではなく、夏季にビンナガの分布が知られているアリュ

ーシャン群島近海を含めた北太平洋のどこかとなっているものと考えられる。 
9 月になると魚群が日付変更線附近の 40°N を中心とした海域に出現しはじめ、10 月に

は 175°W 以西の 38°N を中心とした海域に延縄漁場が形成されはじめる。以後時日の経

過とともに漁場は西方と南方とに拡大されるが、南方への拡大はむしろ徐々に行われ、西

方への拡大は急速である。漁場の中心部は 2 月にはほぼ 30°N に達し、通常南下は停止す

る。漁場の西端部の位置を月別に示せば、おおむね次の如くである。 
 10 月・・・170°E 
  11 月・・・160°E 
  12 月・・・140°E 
  1 月・・・135°E 
   2 月・・・135°E 

130°E 以西には殆ど分布しないことは注目に値する。 
 延縄漁場の東端は、漁期を通じて 180°~175°W にあり、これより東方は、既述のよう

に、メバチの分布域となっている。また、上述の漁場とは異質とみられる漁場が 12 月に沖

ノ鳥島を中心とするいわゆるフィリピン海に形成され、産卵準備群と目されるものが漁獲

されることも既述の如くである。 
延縄漁業がはじまる 10 月から 12 月に至るまでは、漁場内の魚の分布密度は増大をつづ

けることが釣獲率の増大として認められる。この現象は絶えず魚群が漁場に添加されるこ

とを示唆する。須田（1958）は、北太平洋におけるある年の魚群量は、魚群の交替が行わ

れる 3 月に定まるものと想定している。この仮説は、春～夏季の漁業（活餌）とその年の

秋~冬季の漁業（延縄）との結果はよく対応し、秋～冬季の漁業と引きつづいて行われる春

~夏季の漁業の結果には対応がみられないことに基づいている。この仮説にしたがえば、延

縄漁業は日本の活餌漁業の漁場から逸散した魚群によって形成されることとなる。当時は

北太平洋の諸海域に分布する魚群の相互関係に関する知見が乏しかったため、北米沿岸域

の魚群について須田は言及していない。須田の見解は、延縄の主対象となっている 4 歳以

上の高齢魚については適切なものといえよう。しかし、近年の標識放流実験の結果をみる

と、4 歳未満の若年魚の少なくともある部分は北米沿岸に由来することが考えられる。 
延縄漁場の南北幅は、魚群の添加がおおむね完了したと思われる 12 月に最大となり、以

後 2 月まで漸次縮小する。12 月の漁場の南北幅はほぼ 30°~40°N であるが、2 月にはお

おむね 28°~35°N となる。しかし、漁場の南北幅には年による変動があり、この変動は

漁況と関連をもつもののようである。 
延縄漁業の最盛漁期は例年 1 月から 2 月にわたる約 1 ヶ月間で、漁場の南北幅が最も縮



小される時期に一致する。したがって、上記の期間が盛漁期となるのは、“生活領域が圧縮

され、魚群が濃縮されるという物理的な原因による”ものと考えられる。 
延縄漁場の北限は、久米（1969）がメバチについて想定しているところと同様に、北太

平洋流と北方からの冷水によって形成される亜寒帯境界とみられる。しかし、145°E 附近

以西の日本の南方では、主な分布域は黒潮流域ではなく、その南方となっている。漁場の

南限は、宇田（1936）Uda（1962）が想定しているように亜熱帯収斂線とみられる。 
海流図によれば、亜熱帯収斂線の位置は、9 月には 30°N 附近にあり、2~3 月には 22°

~23°附近に南下する。一方漁場の中心はほぼ同じ期間に 38°N 附近から 30°N 附近に移

動する。したがって、亜熱帯収斂線と魚とは同一期間にほぼ同じ距離を南下することにな

る。 
上述の諸知見に基づいて、中村、山中（1959）は、漁場の移動つまり魚の回游を支配す

る機構を第 184 図のように想定している。 
 

第 184 図 北太平洋流域中のビンナガ生活領域の季節移動の機構 
Fig.184  Mechanism of seasonal movement of the habitat of albacore in the North 
Pacific Current Area 
 
 この模式図に示された概念を要約すると； 
１）秋になって、黒潮と北赤道流の勢力が衰え、北方からの寒流の勢力が増大すると、   

これらの力関係からビンナガの生活領域は南西に動く； 
２）春になって、上記の力関係が逆転すると、生活領域が北東に移動する； 

ということである。模式図に示されたように、この場合には、黒潮は生活領域を動かすピ

ストンと考えられ、温度を調節する機構とは考えられていない。 
次章に述べるが、この想定模式図の弱点は、日本の活餌漁業の漁場から逸散した魚群に

関する知見が極めて乏しいことにある。しかし、日本の活餌と延縄漁業とが行われる期間

のみに限ると、模式図はうまく事象を説明し得るものと思われる。 
 

Ⅱ－3－iib  濠州東方沖合のキハダ 
 
 上村、本間（1959）は、オーストラリア東岸沖合におきるキハダとシロカジキの月別、

緯度別の釣獲率を第 172 図のように示している。 
図によれば、キハダの釣獲率は 13°~15°S 附近で低下する。しかし、かような低下が実

在するものか、資料の誤差によるものかは明らかでない。資料は時間的にも空間的にも不

充分なものであるが、キハダの分布が赤道から少なくとも 20°S まではつづいていること

を示している。また図から； 
イ）釣獲率が 10 月から 1 月にかけて漸増する。 



ロ）分布域が同じ期間中南方に拡大される。 
という二つの傾向が認められる。 
 第 172 図に示された季節は南半球の春~夏季で、オーストラリア東方沖合を南下する暖流

すなわち東オーストラリア海流（Eastern Australia Current）の勢力が南方に拡大する時

期であるから、図に現われたキハダの分布の季節変動は、黒潮流域を春~夏季に北上するキ

ハダやカツオの回游と軌を一つにするものといえよう。同様な現象は、同様な条件下にあ

る他の諸海域にも認められる。 
北太平洋のビンナガについて述べたところと第 172 図に示されたところから、さきに“季

節回游”と定義された回游、いいかえると“生活領域の拡大と縮小に伴う魚群の移動”が

比較的緩慢で追跡し易いものであることが理解されよう。かように緩慢である理由は、か

ような魚群の移動が、魚自体の積極的な行動ではなく、生活領域の季節的な拡大と縮小を

反映した受動的なものとみることによって、容易に理解されうるものと思われる。 
 

Ⅱ－3－iii  生態の転換に伴う回游 
 
既述のように、種によって程度に差はあっても、マグロ類は一般に生態（成長）の過程

で生活領域をかえるが、かような移動が行われる時期はかなり限定されたもので、毎年規

則的に繰返されている。 
キハダのように、生態の過程による生活領域の分離が不明瞭なものでは、例えばビンナ

ガのようにそれが明瞭なものに比して、かような回游の行われる季節を示すことはむずか

しい。しかし、薮田、行縄（1957、a,b,c；1958）は、西部太平洋の諸海域における漁獲物

の魚体組成が、3 月と 9 月を転機として著しく変化することを示し、生態の転換に伴う回游

が、この魚の場合にも 3 月と 9 月を中心としたやや短期的に行われる可能性を示唆してい

る。 
釣獲率にみられる変動から判断すると、この種の回游は、先遣部隊がまず新しい生活領

域に入り、つづいて短期間に本隊が集結するという形をとるもののようであり、鳥の“渡

り”に似たものといえそうである。しかし、マグロ類が新たな生活領域に移動する経路の

追跡は、回游の季節がよく知られているものの場合でも、きわめて困難である。かような

むずかしさは； 
イ）回游の規模や速度がきわめて大きいこと、 
ロ）回游の途次では漁獲の対象となりにくい習性をもつこと、 

などにあるものと想定されている。分布に関する知見がまだ殆どない少年前期群

（Pre-juveniles）が漁場に加入する機構については、いうまでもなくまだほとんど知見が

ない。 
 “生態の転換に伴う回游が、3 月と 9 月を中心とする限られた期間に行われる”との仮説

は、ある海域における漁獲物の魚体組成や魚種組成が、これらの季節を境に著変するとの



知見に基づいている。したがって、これらの季節を境に、ある海域の漁場としての性格は

一変し、夏型の漁場と冬型の漁場となる。この種の回游の行われる季節が、春・秋の彼岸

に一致することは興味深いものと思われる。ある海域に新しく加入した魚群の出現する時

期の地域的なズレは、さきに述べた季節回游によって説明できよう。 
 補充群は次のように区分するのが便利で適当なものと思われる。 
イ）漁獲対象となる魚群量に変動を與えるもの、つまり少年前期群の漁場への加入。 
ロ）既に漁獲対象となっているものの海域間の移動。例えば、北米沿岸域に分布する少

年期のビンナガの西太平洋域への移動。 
イ）のような加入は、北半球では 3 月を中心とし、南半球では 9 月を中心としたやや限ら

れた期間に行われるものとみられる。しかし、他の季節にも若干の加入があるかも知れな

い。 
生活領域間の回游を示す好例として、中村（1965）はミナミマグロの産卵群の繁殖領域

であるオカの漁場への加入と逸散をあげている。（第 185 図）。 
 

第 185 図 オカの漁場における鈎 1000 本当りの漁獲量 
Fig. 185  Catch per 1000 hooks of tunas in the “Oka” ground 
 
 図示されたように、産卵群は 8 月下旬にこの漁場に出現しはじめ、9~10 月に急速に集結

し、4 月上旬にはまだ多少残畄するが、5 月から 7 月の間は全く出現しない。図に現れたよ

うな漁況の季節変動について、三村、中村（1959）、Nakamura(1959)は； 
イ）11 月~1 月の単位漁獲努力量当りの漁獲量の低下は、分布域が拡大するため分布密度

が低下する。 
ロ）2~3 月に単位漁獲努力量当りの漁獲量がやや増大するのは、分布域が縮小するため魚

群が濃縮される。 
ことにあると想定している。 
 2~3 月の単位漁獲努力量当りの漁獲量が、9~10 月のそれより低下するのは、産卵を了え

た魚群の死亡 1と逸散によるものと考えられる。2～3 月にみられる単位漁獲努力量当りの

漁獲量の増大を、“オキの漁場”からの補充によるとみる研究者もある（Ⅱ－2B参照）。キ

ハダ・ビンナガなどミナミマグロ以外のものの漁況にも、3 月と 9 月を転機として著しい変

化がみられることも、第 185 図によって明かである。 
 
Ⅱ－3－iiiA  北太平洋のクロマグロ 
 
 Ⅱ－2 に述べたところに基づき、中村（1965）は、北太平洋のクロマグロの分布と回游

の模型を第 186 図のように示している。 
                                                   
1自然死亡+漁獲死亡 



 
第 186 図 北太平洋のクロマグロの分布と回游模式図 
Fig.186  A model of distribution and migration of bluefin tuna in the North Pacific 

Ocean 
 Ⅰ. 北部ルソン沖合から沖縄に至る黒潮流域 
 Ⅱ. 日本の太平洋沿岸 
 Ⅲ. 日本海 
 Ⅳ. 北米沿岸 
 Ⅴ. 三陸沖合を含む北太平洋流域 
 Ⅵ. 145°E 以西の 30°N を中心とする海域 
 
 大西洋のクロマグロについては、模式図で示し得るほどの知見はない。 
 
Ⅱ－3－iiiB  ミナミマグロ 
 
 1966 年当時の資料に基づいて、Nakamura（1969）はこの魚の分布と回游の模式図を作

製している（第 187 図）。しかし、この魚の漁場はなお開拓途上にあり、分布に関する新し

い知見が加えられつつあるから、図には訂正の余地が残されているものと思われる。2） 
第 187 図 インド・太平洋におけるミナミマグロの分布と回游模式図 
Fig. 187   A model of the distribution and migration of Southern bluefin tuna in the 

Indo-Pacific 
 

Ⅰ.オカ漁場  Ⅱ.オーストラリア南部沿岸  Ⅲ.ニュージーランド近海  Ⅳ.西風皮

流域  Ⅴ.オキ漁場 
 
 
Ⅲ－3－iiiC  北太平洋のビンナガ 
 
 Otsu・Uchida（1963）は北太平洋のビンナガの、漁業海域別の魚体組成、年齢査定およ

び標識放流実験などから得られた知見を組合せ、第 188 図に示すようなすぐれた回游模式

図を示している。中村（1965）は同じ海域におけるこの魚の生活領域間の回游を理解し易

くするために、簡単な模式図（第 189 図）を作製している。第 189 図には、第 188 図には

示されていない少年前期群の成育海域から北太平洋流域への想定補充機構と、産卵準備群

（Pre-spawner）と想定されるものの生活領域を加え、年齢と回游の時期を省略しているが、

                                                   
2） インド洋の 30°~40°S の水帯には広く分布するもののようである。また、40°S 以南

の大西洋にも新たな漁場が開拓されつつある。 



両者の間に本質的な差異はない。なお、北太平洋で行われたこの魚の標識放流実験の結果

は第 48 図の如くである。 
 
第 188 図 北太平洋におけるビンナガの年齢別の回游模型 
Fig.188  Model of albacore migration in the North Pacific Ocean, by age groups (from 
Otsu Uchida , 1963) 
 
第 189 図 北太平洋におけるビンナガの生活領域間の回游模型 
Fig.189   Model of migration of albacore between habitats in the North Pacific Ocean 
 
 Ⅰ.20°N を中心とする北赤道流域  Ⅱ.北太平洋流域  Ⅲ.北米沿岸  Ⅳ.沖ノ鳥島

漁場  
  
 第 189 図に示された模型で解明を要する問題点を挙げればイ）~ハ）などである。 

イ）少年前期群の成育場（産卵海域と想定されている）から北太平洋流域への補充機構。 
ロ）産卵群の、延縄漁場（北太平洋流域）から繁殖領域への逸散の機構。 
ハ）北米沿岸域の少年期群と北部太平洋（例えばアリューシャン海域）の少年前期群と

の関係。 
以上のうち、イ）とロ）についてはⅡ－2 に記述した。ハ）については、北米沿岸の少年

期群の生活領域が他と分離したものか否かが明らかでない。北米沿岸での盛漁期に当る北

半球の夏季に、アリューシャン近海に少年期群が出現することが知られている。このこと

は、北米沿岸域の少年期群の分布が、少なくともアリューシャン近海に至るまでつづく可

能性を示唆する。もし； 
ⅰ）北米沿岸の分布域が、単に広汎な海域にわたる生活領域の一部にすぎぬもので、 
ⅱ） 北米沿岸域におけるこの魚の出現と逸散が、分布域自体の季節的変動の反映であり、 
ⅲ）北米沿岸域が分離した生活領域とみられているのが、単に漁業の地域性に基づくみ

かけ上のものである。 
とすると、北米沿岸におけるこの魚の出現と逸散とは“生活領域間の回游”ではなく、“生

活領域内の回游”に属するもので“季節回游”となる。しかし、北米沿岸を去ったのち、

再びこの海域には戻らぬ 4 歳以上の高齢魚の大部分の場合は別個なもので、“生活領域間の

回游”というべきであろう。 
 南太平洋のビンナガについては、生活領域間の回游を論じ得るほどの知見はなく、模型

で示すことはできない。しかし、既述のように（Ⅱ－2 参照）、生活領域の境界と目される

ところが 10°S,20°S および 30°S 附近にそれぞれ認められる。したがって、それぞれの

海域間の魚群の循環が行われるものとみられる。 
 インド洋と南北大西洋については知見がまだ乏しく、模型で示すことはできない。 



 
Ⅱ－3－iiiD  太平洋のメバチ 
 
 太平洋のメバチの分布と回游については解決を要する問題が多い。それらのうち

Population 構造の解明に最も重要と思われるものとしては； 
１）赤道海域に東西にわたって同様な密度で分布する青年期群（久米・塩浜、1965）と

南北太平洋の高緯海域に分布する青年期群との関係、換言すれば各海域に分布する

青年期群が互いに交流するか、あるいは全く分離したままでそれぞれの海域に青年

期をすごすかという問題、および、それぞれの海域に分布するものの魚群量。 
２）北部太平洋では日付変更線附近に、熱帯太平洋では 150°~160°W 附近にみられる

分布の不連続性を生ぜしめている機構。 
３）須田（1959）が指摘している“同一年級群に属するもののモードの体長が、西から

東に向って漸次大きくなること”の意義。 
などが挙げられる。 
 
 
Ⅱ－3－iiiE  太平洋のキハダ 
 
 各大洋を通じて、キハダの生活領域間の回游は明瞭でない。その原因は既に述べたよう

に、生態の過程による生活領域の分離が不明瞭であることおよび、Population 構造に関す

る知見が乏しいことにある。例えば； 
イ）熱帯太平洋の東部や西部では、一部のものが尾叉長 60~70cm で成熟することが知ら

れている。しかし、このような現象の生物学的意義は明らかでなく、かような特性

をもった系統群があるのか否かは明らかでない。 
ロ）熱帯太平洋の島嶼の周辺に集積する青・少年期群がそれぞれ独立の Population のも

のか、単に通りがかりに集積したものかは明らかでない。また、東部熱帯太平洋に

出現する青・少年期群も、IATTC が想定しているように、中・西部太平洋のものと

は分離した Population であるか否かも疑問視されている（Joseph et al、1964；
中村、1965） 

などである。しかし、一般的にみると、太平洋のキハダの分布や回游は、以下のように要

訳されうる。 
１）種々の大きさの成魚は、熱帯から亜熱帯にわたって広く分布するが、中・西部太平

洋では中心となる分布域は南赤道流域の北縁部にみられる。東部熱帯太平洋におけ

る分布状態は、海洋構造の季節変化に対応して著しく変化する。産卵は 26℃の等温

線に囲まれた高温水域で周年行われるが、海域によってその盛期は異る（木川、1966）。 
２）したがって、26℃等温線で囲まれた高温水域は、幼・稚魚期から少年前期までのも



のの生活領域と想定される。 
３）最初に漁獲対象となるのは満 1 歳内外で、かような大きさになると、大陸や島嶼の

沿岸域に集積する。これらが沿岸域に滞畄する期間はまだ充分に明らかにされてい

ないが、漁業からの資料や標識放流実験の結果から推すと、少なくとも中・西部太

平洋では、大部分の少年期群は、およそ 1 年の後に洋心部に逸散するものとみられ

る。 
４）成魚の中・西部太平洋における分布は、第 100 図に示された如くである。 

 
インド洋と大西洋のキハダの生態の過程による生活領域間の回游は、太平洋の場合に準

ずるものと思われるが、詳細は明らかでない。 
 
 

Ⅱ－3－iiiF  他のマグロ類とカツオ 
 
 コシナガとタイセイヨウマグロについては、この種の回游を論じ得るような知見はまだ

全くない。 
 カツオについては、産卵群が洋心部に、若年魚は生活領域の辺縁部に回游するといわれ

ている（川崎、1965；Rothschild、1965） 
 
 
Ⅱ－3－iiiG  カジキ類 
 
 各太洋を通じて、カジキ科魚類のこの種の回游については、まだ知見は極めて乏しい。

メカジキについては若干の知見があるが、ビンナガの場合によく似たものとなっているよ

うである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


