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Ⅲ‐１．総論 
Ⅲ－１－１．産卵習性 
 魚類は一般に、ある特定な季節に、やや限られた水域に、大群をなして集まり、そこで

産卵するものと考えられてきた。かような季節を産卵季（Spawning season）と呼び、産卵

の行われる場所を産卵場（Spawning ground）と呼んでいる。 
 産卵魚が密集するのは、配偶が得易くなるためであり、産卵季となる季節は発生した仔・

稚魚の発育に好適な季節であり、産卵場は、仔･稚魚の成育に安全で食物の豊富なところ（海

産魚の場合には主として沿岸域）である、と説明されてきた。 
 マグロ・カジキ類の産卵についても、かつては上述のような形で行われるものと考えら

れ、例えば、カツオは南洋方面の波静かな内湾や島嶼などで産卵するものと考えられてい

た。また、キハダの産卵場はスルー海である、との報告もある。カツオの場合は、あるシ

ンポジウム 2で打ち出された想定にすぎぬものであったが、いつのまにか定説化されるに至

ったものである。キハダの場合は、北ボルネオのシャミール島にあったカツオ漁業基地を

訪れたある学者が、たまたま水揚げされたキハダの生殖腺がよく発達しているのを目撃し

た報告である。第二次大戦までの知見は、おおむね断片的で、これらの魚類の産卵習性は

むしろ神秘的なものとさえ考えられていた。 
 中村（1943, 1949）は、熱帯海域を広く調査して得た知見に基づいて、マグロやカジキ

の産卵は、長期にわたって極めて広汎な海域で行われるものと述べている。長期にわたる

というのは、個体が長期にわたり産卵することによるものではなく、成熟段階を異にする

個体が混然と分布し、成熟したものから産卵するためであろうと想定している。また、広

汎な海域で産卵するとの想定は、熱帯では極めて広汎な海域に生殖腺のよく発達したもの

が出現するとの知見に基づいたものである。 
 産卵習性に関する研究は、生殖腺の熟度の海域差、仔・稚魚の出現状況などに基いて行

われている。これらの知見を総合して、中村（1965）は、これらの魚類の産卵にみられる

法則性を以下のように整理している。 
イ）種によっては、やや限られた期間にのみ産卵すると認められるものもあるが、一般に

集団としての産卵期間は長く、ことに低緯度海域で産卵する種では、量に季節変動は

あっても、周年にわたって産卵する。 
ロ）種によってはやや限られた海域で産卵するとみられるものもあるが、一般に熱帯から

亜熱帯にわたる広汎な海域を産卵場としている。種によって異なった海流域をそれぞ

れの主産卵場としていることを示唆する知見もある。 
ハ）１回に産み出される卵の数は、種によっても個体によっても異なるが、いずれも 100

                                                   
1 コシナガとタイセイヨウマグロでは、これらの事項はまだほとんど明かにされていない。 
2 畑井他．カツオ・マグロの産卵場に関するシンポジューム．科学南洋４（１） 



万の単位で数えるほどのものである。 
ニ）卵は小さく、メカジキを除くマグロ・カジキ類では、成熟卵巣卵の直径は 1mm 内外で

ある。メカジキの場合はやや大きく、1.5mm 内外と知られている。 
 
 イ）の産卵期については、さらに以下のように敷衍している。 
イ）－１．やや高緯度の海域のみで産卵するもの（例、クロマグロ、ビンナガ）では、産

卵期はかなり限定された季節となる。 
イ）－２．熱帯から亜熱帯に及ぶ広汎な海域で産卵するもの（例、キハダ、クロカジキ）

でも、産卵の場所が高緯度となるにつれて、産卵の季節が次第に限られてくる。この

ような高緯度の海域における産卵は南北両半球の春～夏の候 3にそれぞれ行われる。 
 
 以上に法則的なものとして記されたことは、これらの魚が、程度に差はあっても、密集

を因としてではなく、分散的な生殖活動を行うことを示唆するものといえよう。 
 長期にわたる産卵が、個体の産卵が長期にわたることによるものではなく、成熟段階を

異にする個体が混然として分布することによる、との想定は、第 44 図のオカの漁場（産卵

海域）におけるミナミマグロの生殖腺指数の分布が、その妥当性を示している。おそらく、

分散的に分布する産卵集団の中から、成熟に達したものが逐次生殖活動を行うものであろ

う。マグロ類では知られていないが、バショウカジキでは追尾 4と思われる行動が知られて

いる（中村，1949）。 
 産卵が時間的にも空間的にも分散した形で行われることの生物学的意義は； 
イ）産卵の行われる海域が、季節的変化のあまり激しくない熱帯海域であること 
ロ）産卵の行われる海域が、一般に基礎生産力の小さい海域であること 
 などによって説明できよう。高緯度に移行するにつれて産卵期が限られる現象や、東部

太平洋におけるキハダの産卵活動が、ペルー海流や赤道湧昇などの消長と密接に関連する

こと（木川、1966）などは、イ）の想定の妥当性を支持する知見といえよう。ロ）の想定

の当否を吟味し得るような知見は全くない。しかし、仔・稚魚期の餌料生物が乏しく、透

明度が 30～40m にも達し、しかもその季節変化に乏しい海域を繁殖場とするこれらの魚の

場合には、時間的にも空間的にも分散して産卵することが、生殖活動を効果的にする理由

と考えられる。 
 抱卵数が莫大であることは、これらの魚の潜在繁殖力が大きいことを示唆するとともに、

発生時や仔・稚魚期の環境条件によっては、発生量に大きな変動の生じる可能性を示唆す

る。 
 熱帯海域において周年産卵するキハダなどの場合に、年によっては多少の差はあっても、

ほぼ同じ大きさにモードを持つ群が毎年規則的に出現することは注目に値する。かような

                                                   
3 後述のように、フウライカジキのみは例外で、冬季を産卵盛期とする。 
4 ♀のあとを♂が追う生殖行動 



現象のみられる理由はまだ解明されていないが、周年産卵されていても； 
イ）産卵量に季節変化があること 
ロ）孵化・発生率に季節変化があること 
などが理由と考えられる。木川（1961）は、キハダやメバチの産卵盛期に海域差があると

し、赤道太平洋では東に早く西におそいと述べている。また同じ著者は、これらの魚の潜

在産卵量は西部太平洋から東部太平洋に向かって漸増するものとしている。 
 マグロ・カジキ類の繁殖機構や生活史には、不明の分野がまだ広く残されており、かよ

うな知識の欠如がこれらの魚類の資源構造に異なった見解を生ぜしめる重要な原因の一つ

となっている。 
 
Ⅲ－１－２．卵の形状 
 メカジキを除くマグロ・カジキ類の成熟卵巣卵は、いずれもよく似たもので、外観によ

る識別の方法はまだ全くわかっていない。卵はほとんど無色透明で、完全な球形であり、

卵膜は円滑である。油球は 1 個で、淡黄色を呈し、その直径は卵径そのものの直径の 25％
内外である。油球の周囲には雲状のやや透明の部分がみられる。中村（1937）は、フウラ

イカジキの卵巣卵の成熟に伴う油球の形状の変化を観察し、成熟段階の低いものではブド

ウ状となっているが、成熟の度がすすむにつれて次第に統合され、いわゆるミズコ 5になる

と大小の２球になることを報告している。第 192 図は中村（1938）によるクロマグロの成

熟卵巣卵である。 
 
第 192 図 クロマグロの成熟卵巣卵 
Fig.192  Ripe ovarian ovum if bluefin tuna 
 
 
Ⅲ－１－３．仔魚と稚魚 
 稚魚網による採集が、近年広い範囲の海域でかなり組織的に行われるようになったため、

マグロ・カジキ類の仔魚や稚魚期に関する知識は急速に充実しつつある。 
 仔・稚魚の同定は、主として、魚体の各部に発現する黒色や赤色の色素胞の数や分布の

状態によって行われている。また傍証として、産卵場や産卵季に関する知見が採用されて

いる。 
 赤色色素胞は生時のみみられ、通常の保存法による標本では消失する。黒色色素胞と赤

色色素胞の発現状況には若干の個体変異がみられるもののようであり、仔・稚魚の同定に

決定的な特長となり得るか否かには、なお検討の余地が残されているもののようである。 
 赤色色素胞の発見者、上柳（1966）は、この色素胞の仔・稚魚同定上の効用について、

大要以下のような見解を述べている。 
                                                   
5 卵巣の壁から遊離した卵巣卵 



イ）赤色色素胞は、マグロ類・カツオ類およびマグロに近縁な Slender tuna（Allothunnus 
fallai）などに認められる。この色素胞は体側に点列状に現われる他、下顎下面、眼窩

縁、尾部の下尾軸骨（Hypural plate）に沿った部分、また種によっては峡部（Ithmus）
や肛門前部にも出現する。 

ロ）これらの色素胞の直径は 0.01～0.04mm であるが、個体によって、鮮明なもの、色が

淡くて不鮮明なものなどがある。また、点列としてではなく、線状となっている場合

もある。 
ハ）色素胞の発現する発生段階は明らかでないが、キハダの場合には体長 4mm のものに発

現が認められている。体長 15～16mm のものでは明瞭にみられるが、23mm のもので

は認められないから、体長 20mm 内外に成長すると消失するものと思われる。 
二）マグロ類とカツオやソウダガツオとの間では、色素胞の分布パターンが異なり、カツ

オやソウダガツオでは、マグロ属のものにくらべて色素胞の間隔がやや疎となってい

て腹面にのみ発現する。しかし、マグロ属のものでは、腹面のみでなく背面にも出現

する。 
ホ）体側の色素胞の分布のパターンが、カツオ、ソウダガツオおよびヤイトではよく似て

おり、マグロ属のものとは異なること、マグロ属のものでは、ビンナガ→クロマグロ

→メバチ→キハダの順序の類似性が認められることは、類縁関係を示すものと考えら

れる。 
へ）しかし、赤色色素胞や黒色色素胞の発現状態には個体差が認められるから、種の特長

の決定には慎重を要する。 
 
 色素胞に基づくマグロ類の仔稚魚の同定には、上述のようになお検討を要する問題が残

されているが、上柳・渡辺（1964）による検索表は以下の如くである。 
 
 
仔・稚魚の種の検索（マグロ類） 
a1 前脳部に黒色素胞が現れる。 
 b1 尾柄部下面に顕著な１黒色素胞がある。峡部や肛門直前に色素胞が現れない。 
      ・・・・カツオ Katsuwonus pelamis 
 b2 体の後部に腹中線に沿って黒色素胞の点列がある。峡部や肛門直前に色素法が出

現する。    ・・・・ヤイト Euthynnus 
a2 前脳部に黒色素胞がみられない。 
 c1 体側に黒色素胞が現れる。 
  d1 峡部や肛門直前に色素胞が現れる。 
   e1 尾部の背腹正中線に沿って黒色素胞が点列として現れる。 
      ・・・・ソウダガツオ Auxis 



  d2 峡部や肛門直前に色素胞が現れない。 
   f1 1 個あるいは数個の黒色素胞が、体の背側及び腹側に沿って現れる。 
    g1 背側の色素胞はすべて第 2 背鰭の起部後方に位置する。 
     h1 背側と腹側の色素胞はほぼ同大である。 
      ・・・・クロマグロ Thunnus thynnus 
     h2 背側の色素胞は腹側のものより小さい。 
      ・・・・ミナミマグロ Thunnus maccoyii 
    g2 背側の色素胞の最前部のものは、第 2 背鰭の起部より前方 
        に位置する。 
      ・・・・コシナガ Thunnus tonggol 
   f2 1 個あるいは数個の黒色素胞が、体の腹側に沿って現れる。 
      ・・・・メバチ Thunnus obesus 
 c1 体側に黒色素胞が現れない。 
  i1 下顎の先端に色素胞が現れる。側面からみて眼の中心部は吻端より明らかに高 
      い位置にある。 
      ・・・・キハダ Thunnus albacares 
  i2 下顎の先端に色素胞が現れない。側面からみて眼の中心部は吻端と同一水準か 
      やや高い位置にある。 
      ・・・・ビンナガ Thunnus alalunga 
 
 Watson & Mather III（1961）は、弱 X 線を用い、内部形態から仔・稚魚の同定を試み

ている。また、血清学や血液型による同定の可能性も検討されている。しかし、これらの

手法による同定の到達し得る限界はまだ明らかでない。 
 上柳・渡辺（1964）は、マグロ類とカツオの仔・稚魚を第 193 図のように示している。 
 
第 193 図．マグロ類とカツオの仔・稚魚 
Fig.193  Larval and postlarval stages of tunas 
 
 マグロ類の場合と同様に、カジキ類の仔稚魚に関する知見も、近年に至って急速に充実

しつつある。上柳・渡辺（1964）による種の検索表は以下の如くである。メカジキについ

ては、全生活史がほぼ明らかにされている。 
 
 
カジキ類仔魚の種の検索 
 
a1 鰓膜上に黒色色素胞が発現する。 



    ・・・フウライカジキ Tetrapturus angualirostris 
a2 鰓膜上に黒色色素胞が発現しない。 
 b1 下顎下面の縁辺部に色素胞が現れる。側面からみて、眼の中心部は吻端より

も上位にある。 
    ・・・バショウカジキ Istiophorus orientalis 
 b2 下顎下面の正中線に沿って色素胞が現れる。側面からみて、眼の中心部と吻

端はほぼ同一基準にある。 
    ・・・マカジキ Tetrapturus audax 
 b3 下顎下面の黒色色素胞の分布は、下顎先端部に限られる。吻は短く、眼窩縁

が前方に張出している。 
  c1 胸鰭は体側に倒し得る。 
    ・・・クロカジキ Makaira nigricans 
  c2 胸鰭は体側に直角で倒し得ない。 
    ・・・シロカジキ Makaira indica 
 
 カジキ類の仔・稚魚は、上柳・渡辺（1964）によって第 194 図のように示されている。 
 
第 194 図 カジキ類の仔・稚魚 
Fig.194 Larval and postlarval stages of the bill fishes 
 
 
Ⅲ－１－４．少年前期 
 稚魚網による採集が可能な遊泳力の小さい稚魚期を過ぎると、稚魚網での採集は不可能

となり、漁業の対象となって最初に漁場に出現するまでの少年前期のものについては、知

見はまだきわめて貧弱である。稀に集魚灯下で採集されたものや、たまたまマグロ・カジ

キ類などに捕食されていたものについて観察されているにすぎぬ。かような状態は、少年

期群の分布が明らかでなく、また、少年期群を対象とする漁業がないことによるものと思

われる。 
 知られた範囲では、少年前期群の採集された海域は、それぞれの魚が発生したと推定さ

れる海域、いいかえると繁殖領域となっている。かような事実は、繁殖領域が少年前期軍

の生活領域となっていることを示唆する。しかし、ある程度に成長した少年前期群は、沿

岸域ことに熱帯の島嶼周辺に集合しはじめる可能性が考えられるから、適当な採集器具に

よってかような海域を調査すれば、ほとんど空白となっている少年前期の生活史の解明に

手掛かりが得られそうに思われる。ホノルルの研究所が少年前期群の採集をめざして開発

した大規模な中層トロールによる調査の成果が注目される。 
 マグロ類についてみると、最初に漁獲対象となるものの年齢は、多くの場合満 1 歳前後



となっている。しかし、北太平洋のクロマグロや大西洋のクロマグロでは、発生後 2～3 か

月で漁獲されはじめる。かような少年期群は、一般に成群性が強く、沿岸域や海礁などの

周辺に密集し、表層漁業の対象となっている。かように沿岸域や海礁の周辺などに集まる

機構は明らかにされていないが、成長に伴う食性の変化によるものと考えられている。 
 カジキ類の少年前期群の場合には、一般に走光性が強く、往々にして集魚灯下で採集さ

れている。バショウカジキの少年前期群は、しばしば焚入網で獲れるから、この魚の少年

期群は成魚と同様に沿岸性のものと思われる。カジキ類には、マグロ類と異なり、少年期

に沿岸域に大群をなして集まる性質は無いものの如く、若魚を対象とする漁業はない。 
 カジキ科のものでは鰭の形態が成長に伴って著しく変化する。このことがこの科の分類

を混乱に導いた重要な原因の一つとなっている。鰭の他には、上下両顎の相対成長に 2 つ

の型があることが知られている。第 1 はバショウカジキ、フウライカジキなどにみられる

型で、まず両顎が長く伸び、成長に伴って体長との比を減ずるものである。第 2 はクロカ

ジキにみられる型で、幼時には上顎があまり伸出せず、また上下両顎の長さにも大きな差

はみられない。しかし、ある大きさになると急に上顎が伸びはじめる。シロカジキがいず

れの型に属するかはまだ明らかにされていないが、もしこの魚がクロカジキの場合と同型

の相対成長をするものであれば、この科の魚が 2 つの系統に分けられることとなろう。第 1
の型は、脊椎骨が 12＋126の式で示されるものにみられ、第 2 の型は 11＋137の式で示され

るものにみられることになる。バショウカジキとクロカジキの若魚の形態は第 195 図に示

す如くである。メカジキでも、成長に伴う形態の変化は著しい（第 196 図）。 
 
 
第 195 図．バショウカジキとクロカジキの若魚 
Fig.195  Youngs of sailfish and blue marline 
 
 
第 196 図．成長に伴うメカジキの形態の変化 
Fig.196  Metamorphosis of the sailfish 
 
 
Ⅲ－１－５．最小成体 
 最初に成熟に達する年齢は、種によって著しく異なるばかりでなく、同一種でも海域に

よって異なるもののようである。一般的にみて、熱帯海域を主な生活領域とする種では成

熟が早く、高緯度海域を成長領域とするものでは晩い。カジキ類では年齢査定法が確立さ

れていないので、最小成体の年齢は明らかでない。 

                                                   
6 中村（1944）はフウライカジキ亜科の標徴としている 
7 中村（1944）はシロカジキ亜科の標徴としている 



 
 
Ⅲ－１－６．年齢と成長 
 年齢と成長に関する研究は、魚体組成、鱗や脊椎骨に現われる輪紋などに基づいて、か

なり古くから行われてきた 8。しかし、魚体組成に基づく場合には、少年期以前の生活史が

空白状態となっているため、漁獲対象に加入した以後のことは論議できても、常に＋ｘを

考えなくてはならぬ。また、老成魚では魚体組成のモードの分離が不明瞭となり、年齢の

査定は困難となる。脊椎骨にみられる輪紋は解読が極めて難しく、年齢査定用の形質とみ

なし得るか否かさえ疑問である。鱗の輪紋は、若年期には明瞭であるが、老成魚では中心

部が癒着し輪紋の読み取りがほとんど不可能となる。また、年間に１輪形成されるものか

２輪形成されるものかも明らかでなく、鱗紋形成の機構は将来の研究に待たねばならぬ事

情にある。 
 かような事情から、マグロ類の年齢査定の結果は研究者によってかなり異なったものと

なっていたが、近年標識放流実験の成果が導入されるようになり、年齢に関する研究者の

見解は概ね一致をみるに至っている。カジキ類の場合には、鱗の輪紋の検出が不可能で、

年齢査定はまだ殆ど論議されていない。 
 マグロ類についてみると、成長は種によって異なり、非常に早いものから、かなり遅い

ものまでいろいろである。概括的にみて、熱帯海域を主な生活領域としている種では年間

の成長量が大きく、高緯度海域を成長領域としているものではそれが小さい傾向がみられ

る。 
 寿命も成長の速さや成熟に達する年齢などと関連をもち、種によって異なるものと考え

られている。しかし、魚体組成によっても鱗の輪紋に基づいても、高齢魚の年齢査定はむ

ずかしいので、正確な寿命は明らかでない。大西洋のクロマグロについてはしかし、13～
15 年と推定されている。 
 
 
Ⅲ－１－７．食性 
 マグロ・カジキ類の食性は、これらの魚の胃の内容物の研究を介して推測されている。

しかし、胃内容物には消化の進んでいるものが多く、研究には多くの困難を伴うのが普通

である。既述のように、マグロ類は一般に成長に伴って生活領域を変える。かように成長

に伴って生活領域を転換する最も重要な原因は、食物に関する要求が成長に伴って変化す

ることにあると考えられているが、かような想定の当否を吟味し得るほどの知見はない。 
 Kishinouye（1923）はマグロ類の食性について、あらまし以下のように述べている。 
 マグロ類は貧食で、太平洋では大部分のものがプランクトン食である。知る限りでは、

沿岸海域のキハダのみが主として中型の魚類を捕食するものである。かなりの大きさの魚

                                                   
8 Aristotles が地中海産のクロマグロについて記述しているといわれている。 



を捕食するときには、強い顎で頚とか尾部の脊椎骨を砕くが、恐らく胃の中で動くのを防

ぐためであろう。胃の中の食物から判断すると、食物の頭からも尾からも飲み込むものと

思われる。生きているものだけでなく死んだものも食うし、動いていれば疑似餌にも食い

つく。海底や断崖では索餌しない。索餌中には、通常の遊泳層よりも一般に浅層に出てく

る。索餌中には、魚群内部における個体の運動方向は一定していない。満腹のものの方が

空腹のものよりも釣れ易いが、このことは、”摂餌競争の興奮状態にあることによる”ため

と説明できよう。鈎に掛かると斜め下方に向かって 200m 程度急速に潜る性質がある。 
 中村（1936）は、セレベス海で漁獲された胃の内容物を夏季と冬季と比較し、両者の間

に著しい差異をみとめている他、インド・太平洋の熱帯海域にわたってキハダ・メバチな

どの胃の内容物を調べ、これらの結果を総合して、以下のように述べている。 
 
イ）マグロ類は一般に貧食であるが、食物に対する選択性はあってもあまり著しいもので

はない。棲息海域に多いものとか、捕食し易いものを食っている、とみるのが妥当で

あろう。 
ロ）セレベス海における北東風季（冬季）と南西風季（夏季）におけるキハダの胃内要物

にみられる差異は、おそらく、雨季におけるセレベス海のFaunaの変化の反映であろ

う 9。 
 
 中村（1949）は、ハルマヘラ島とザンギ島近海でとれたキハダの胃の内容物中に、礫や

木の葉を見出し、同じ胃の内容物中に底棲性とみられるテナガエビの 1 種がみられたこと

から、礫や木の葉が海底で摂餌中に嚥下されたものと推測し、小島嶼やリーフなどの周辺

では、海底でも索餌する可能性が考えられる、としている。 
 渡辺（1960）は、マグロ・カジキ類の胃内要物を海域別に比較し； 
１）ほぼ 30°より高緯度の海域では、低緯度の海域よりも食餌組成が単純で、中緯度と低

緯度（赤道）海域では多様性をおびている。 
２）北太平洋の中緯度海域の食餌組成と赤道海域のそれとを比較すると、中緯度海域では、

マグロ類とカジキ類の食餌組成の間にはいうべきほどの差異はみられない。しかし、

カツオとマグロ・カジキ類の幼魚の出現率はカジキ類に大きい。赤道海域ではしかし、

マグロ類とカジキ類の食餌組成にはかなり顕著な差異がみとめられる。 
３）サウ海 10など島嶼周辺部でとれたものと外洋でとれたものとを比較すると、胃内容物

に出現率の高い餌料生物は異なる。 
４）30°N 以北の太平洋域では、胃内要物の量が多い。 
などと述べている。 

                                                   
9 同様な見解が、堀田・小川（1955）によって、後述のようにカツオについても表明され

ている。 
10 インド洋の東部 



 以上の諸知見は、マグロ・カジキ類の胃内容物は、それぞれの海域の Fauna を反映した

ものである可能性を強く示唆するものといえよう。カジキ類とマグロ類の胃内要物には

往々にして差異がみとめられることが示されているが、カジキ類の魚には鰓耙がなく、マ

グロ類とは食性を異にすることが考えられるから、差異がみられることは当然とも考えら

れる。おそらく、カジキ類はマグロ類よりも Macro-feeder の性質が強いものと思われる。 
 同一海域でとれたキハダとメバチの胃内要物に本質的な差異がみられない、との多くの

研究の結果（King & Ikehara, 1956; 渡辺, 1958; 古賀, 1958; その他）は、これらの魚の食

物に対する選択性は、あっても著しいものではなく、棲息域に多いものとか捕食し易いも

のを摂っていることを示唆する。しかし、渡辺（1956）は、西部太平洋においては、メバ

チとキハダの餌料生物の組成に若干の相違があり、メバチの場合には深海性の生物が多い

と述べ、その原因として； 
イ）キハダに比べてメバチは深層に分布すること 
ロ）索餌活動がキハダでは昼間に、メバチでは夜間に活発であること 
などを想定している。 
 昼夜によって垂直移動する DSL とマグロの行動が密接な関係をもつことが魚群探知機に

よって知られていることは既に述べた如くである（第 39 図参照）。柴田（1965）は、アイ

ザック・ネットで採集した DSL の構成生物を第 197 図のように示し、オキアミの類が重要

な構成生物であるとしている。オキアミはしかし、キハダの胃内容物中にはほとんど出現

しない（柴田、対話）とされているから、食物に対する選択性が全くないとはいえないこ

とになる。 
 
第 197 図，DSL の構成生物 
Fig.197，Components of the DSL 
 
  堀田・小川(1955)は、北西太平洋におけるカツオの食餌組成を海域別に比較し、餌料生

物組成が海域に特長的であることをみとめ、それぞれの海域の Fauna と密接な関係をもつ

ことを示唆している。この見解にしたがえば、主要な餌料生物はその海域に棲息するマグ

ロ類のものとは異っても、カツオもまた棲息海域に多いものとか捕食し易いものを摂って

いるものといえよう。 
  “飽食したものよりも空腹のものの方が釣れにくい”との Kishinouye(1923)の記述は、

竿釣漁業に基づくものとみられる。カツオ釣漁業の場合にはかような現象を“エサツキの

良・不良”と呼んでいる。エサツキについては各論にやや詳述するが、宇田(1933)は； 
イ) 飽食しているものも空腹のものも"エサツキ”は不良である。 
ロ) 両極端の中間では、胃の内容物量が少ないものほど“エサツキ”が悪い。 
と述べている。 

 これに対し、堀田他(1959)は、飽食状態のものの“エサツキ”は不良で、空腹状態のも



のほど良好である、と述べている。 
  カジキ類の食性に関する知見は、マグロ類やカツオの場合に比して一段と貧弱である。

しかし、渡辺(1960)は前述のように、この類の餌料生物組成が海域に特長的であるとしてい

る。したがって、基本的にはマグロ類と同様なものとみられよう。さきに述べたようにこ

の類には鰓耙が欠けているから、マグロ類よりも Macro-feeder の性格が強いことが考えら

れる。かような性質はクロカジキにことに著しいもののようである。この魚の別名“カト

クイ”は”カツオクイ”の意であるといわれており、この魚の大型のものは、ときとして 20kg
ほどもあるキハダなどを捕食していることもある。巷説では突出した上顎が“ヤス”として

働き、餌料生物を刺してとるといわれているが、これは単なる憶説で、胃の内容物には咬

傷はあるが刺傷はみられない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


