
Ⅲ-2 各 論 
 

A クロマグロ 
 

A-1 北太平洋のクロマグロ 
 
―産卵習性― 

 
  既に述べたように、北太平洋のクロマグロは、北米沿岸では産卵せず、アジア側での

み産卵するものと知られている。 
  Kishinouye（1923）は、幼魚の出現状況などの知見に基づいて、この魚は、6～7 月に、

日本の南方沖合のどこかで産卵するもの、と推定している。 
  川名(1935)は、生殖腺の成熟状態などの観察に基づき、この魚が 6～7 月に日本海中部

でも産卵すると述べている。しかし、日本海からはこの魚の仔・稚魚の出現はまだ全く記

録されていない。 
  今村(1955)は、日本本土沿岸には 6～7 月に成熟魚が出現し、8 月には経産卵魚がみら

れるとし、6～7 月に日本本土沿岸で産卵する可能性を示唆している。 
  木村(1957)は、6～7 月に、三陸沖合にも成熟魚が出現することをみとめ、この方面で

も産卵する、と述べている。しかし、この方面の海域にも、日本海におけると同様に、仔・

稚魚の出現の記録はない。 
  中村(1949、1951)は、ルソン島リンガエン湾沖合で成熟卵巣卵を観察したことや、(中
村、1938)、ルソン島北東沖合、バレー海峡、南支那海北東部、台湾東方沖合などに、3 月

下旬から 6 月上旬にかけて出現するものの魚体がきわめて大きく、生殖腺が全般によく熟

していることから、この方面の海域をこの魚の主要な繁殖領域と考え、産卵の盛期を 5 月

を中心とした約 2 ヶ月と推定している。 
  横田他(1961)は、7～8 月に南日本の沿岸に出現する 20～30 ㎝級の若魚とほぼ同様な大

きさのものが、2～3 月に薩南海域に出現することをみとめ、西部太平洋におけるこの魚の

産卵期は、従来考えられていたところよりも長期にわたるものと考えている。 
  この見解に対して、中村(1965)は、2～3 月に薩南海域に出現する尾叉長 20～30 ㎝の若

魚が、量的にどの程度のものかわからないが、もし相当に多いものならば、出現の時期が

丁度半年ズレていることからみて、知られた 4～6 月の産卵期の他に、10～11 月に第二の

産卵期を考えるべきかも知れない、と述べている。矢部他(1966)は、トカラ島近海において

2～3 月にとれるものの主体が 40～45 ㎝にモードをもつ大きさのもので、20～30 ㎝級のも

のは僅かに 2％内外を占めるにすぎぬとし、これらの小型魚は成長の悪いものと推定し、産

卵が長期にわたるとの横田他の見解を疑問視している。 
  Yabe･Ueyanagi(1962)は稚魚の出現状況から、さきに記した中村(1949,1951)のこの魚



の産卵に関する想定を妥当なものとみとめている。矢部他(1966)は、仔・稚魚の出現状況に

生殖腺指数の季節変化の資料を加え、この魚の産卵海域と産卵期をさらに詳しく論じてい

る。そのあらましは以下の如くである。 
イ) 仔・稚魚は 7 月上旬にも多少出現するが、出現の時期はほとんど 5～6 月に限られてい

る。(第 198 図)。 
ロ) 生殖腺指数の季節変化は第 199 図の如く、生殖腺の重量は 4 月中旬から著しく大きく

なり、6 月中旬頃までは大きな値を示している。 
 
第 198 図 クロマグロ仔・稚魚の分布 
Fig，198 Distribution of larval and potlarval bluefin tuna 
第 199 図 クロマグロの生殖腺指数の季節変化 
Fig，199 Seasonal change of the gonad index of bluefin tuna (by 10-lays period) 
 
ハ) 仔・稚魚の出現状況は、生殖腺指数の季節変化に約 1 旬のズレを示し、5 月上旬に出現

しはじめ、以降 6 月下旬までつづき、7 月上旬になると急に減少する(第 198 図) 
ニ) 5 月上・中旬と 6 月下旬における仔・稚魚の魚体組成は、第 200 図の如くである。 
 
第 200 図 クロマグロの仔・稚魚の魚体組成 ( )内は尾数 
Fig，200. Size composition of bluefin tuna larvae by season, Numerals in ( ) denote 

number of larvae 
  図は、季節がすすむにつれて中・大型仔稚の割合が増加することを示すが、このよう

な現象についてはホ）ヘ）のように考察されている。 
ホ) 5 月下旬に 7 ㎜以上のものが出現するのは、4 月下旬にはすでに産卵が行われているこ

とを示す。 
ヘ) 小型仔・稚魚の出現が、5 月中旬以降に漸減の傾向を示すのは、産卵活動が次第に下火

になることの反映と考えられる。 
ト) 表層水温 24℃以下の海域に稚魚の出現をみないことは、産卵が 24℃以上の海域で行わ

れることを示すものと考えられる。 
  北太平洋のクロマグロの場合は、さきに産卵習性にみられる法則性としてかかげた事

項のイ)-1 に当たる。つまり、やや高緯度の海域で産卵するものの場合である。産卵海域が

他の種に比してかなり限られていることは、後述のミナミマグロの場合によく似ている。 
  上述の諸知見を総合すること、この魚の産卵期は 4～7 月となりかなり長期にわたる。 
しかし海域別にみると、南に早く北に遅く、それぞれの海域における産卵の期間はあまり

長いものではない。 
  日本海における産卵は、1935 年前後にみられたむしろ特異な事象とみてよさそうであ

る。三陸沖に成熟したものが出現するとしても、きわめて少数例と思われる。仔・稚の出



現が全くみられないことに併せて考えると、これらの海域で産卵するとしても、そのこと

がこの魚の種族維持に重要な意義をもつものとは考え難い。第 198 図に示された仔・稚魚

の分布からみても、この魚の主要な産卵海域が、ルソン島北部近海から沖縄列島に至る黒

潮の源流部であると断じて大きな過誤はないものと思われる。また、主要産卵期が 5 月を

中心とした約2ヶ月であるとの中村(1949，1951)の想定もおおむね妥当なものといえよう。 
  矢部他(1966)は、この魚の産卵盛期が、海況の季節的転換期に近いことと、産卵場の海

洋構造との関連から、この魚の初期生活期は、海況変動の影響を非常に受け易いものと考

えられると述べている。このことは発生量に自然変動が生じ易いことを示唆するものであ

ろう。既に述べたような顕著な卓越年級群の出現は、かような理由に基づくものと考えら

れる。 
 
―仔・稚魚― 
 
  中村(1938，1949)の想定に基づいて、1952～1954 年に旧南海区水産研究所が調査船日

向丸によって行ったこの魚の産卵生態の調査において、稚魚網で採集された標本中から、

矢部 1はこの魚の仔魚を報告している。Yabe・Ueyanagi(1962)，Matsumoto(1962)も、こ

の魚の仔・稚を記載している。仔魚期の特長は検索表に記された如くである。 
  矢部他（1966）は、上記の調査以外の調査によって得られた資料も併せて、全長の最

小 3.6 ㎜から最大 18.1 ㎜までの諸成長段階の仔・稚を記載し、同時に、仔稚の出現状況に

ついてあらまし以下のように述べている(第 198 図参照) 
イ) 仔・稚魚の分布は、西部太平洋のほぼ20°N以北みられ、西はバレー海峡から東は150°

E に及ぶ。 
ロ) 30°N 以北には調査資料が乏しく、論及できない。 
ハ) 分布範囲の西辺部に当たるバレー海域 2での分布の南限は 18°Nとなっているが、東方

に移るにつれて南限の位置が北上し、145°E以東では 26°N附近となっている。 
ニ) 140°E 周辺に仔・稚の出現がみられないのは、調査の行われた季節によるもので、こ

のあたりの海域に仔・稚の分布に断層があるとは考えられない。 
ホ) 150°E 以東の海域には資料を欠くが、仔・稚の分布はさらに東方に及ぶものと推測さ

れる。しかし、仔・稚の分布が西方に密で、東漸するにつれて疎となる傾向は明かに

みとめられる。 
ヘ) 稚魚網を、表層(0～2m)と次層(約 20～30m)で同時に曳いた結果をみると、仔・稚は表

層に多く次層に少い。昼夜で比較すると、第 201 図のように、表層では夜間に出現率

が大きく、次層では反対に昼間に大きい。 
 

                                                   
1 1955 年 5 月日本水産学会において口頭発表 
2 西辺部は南支那海北東部とみるべきであろう。 



第 201 図，クロマグロ仔・稚魚の垂直分布 
Fig，201，Vertical distribution of larval bluefin tuna 
 
ト) ヘ）の事象は、仔・稚魚の垂直方向の日周運動を示唆する。しかし、昼間には、運動

力の大きい大型ものもが網から逃避する可能性がある。第 202 図のように、昼間には

小型ものの割合が大きく、夜間には大型のものの割合が増加する。 
 
第 202 図，稚魚網で採集されたクロマグロ仔・稚魚の魚体組織 
Fig，202，Size frequency distribution of larval Bluefin tuna collected by the larval net 
 
チ) 仔・稚魚の出現状況の季節変化は第 203 図に如く、おおむね 5 月上旬から 6 月下旬に

限られている。 
 
第 203 図，クロマグロ仔・稚魚の個別出現状況。( )内は曳納回数 
Fig，Occurence of larval Bluefin tuna by 10-days period. Numerals in ( ) denote 
number of tows 
 
リ）仔・稚魚の多く出現する海域は、25°～26°C を中心とした、温度躍層が約 50ｍ以浅

に形成される海域で、黒潮反流域となっている。 
 
―少年前期― 
 
  既述のように、この魚の 20~30 ㎝級の若魚は、7~8 月に南日本の太平洋岸に出現する。 

かような若魚は、その年に発生したものであるが、稚魚期以降かような大きさになるまで

の少年前期の生活史についてはまだ全く知見がない。これらの若魚は曳縄などの表層漁業

で漁獲される。漁場に加入した少年期以後の魚群の変動は既に述べた如くである。 
 
―最小成体― 
 
  Kishinouye(1923)は、この魚は満 3 歳で成熟するものと想定している。この他にこの

魚の成熟に達する年齢が具体的に示された例はないが、成体となるのは満 6 歳内外とみる

のが妥当であろうと考えられている。したがって、次に述べる成長曲線からみると、最小

成体は尾叉長 160 ㎝内外とみるべきであろう(第 204 図参照)。 
 
―年齢と成長・寿命― 
 



  種々の形質に基づいて行われた研究から得られたこの魚の成長曲線を示せば第 204 図

の如くである。(行縄：薮田，1967) 
 
第 204 図，クロマグロの成長曲線 
Fig，204，Growth curve of bluefin tuna 
 
  図に示された曲線のうち、行縄・薮田のものは主として鱗の輪紋に基づき、相川・加

藤のものは主として脊椎骨の輪紋により、他は主として魚体組成にみられるモードの体長

によったものである。用いられた形質によってかなり異った結果が得られていることは図

にみられる如くであるが、かような差異について、行縄・薮田はあらまし以下のように述

べている。 
 “第 204 図に示されたものは、クロマグロの成長に関する研究中の代表的と思われるも

のである。 大西洋産を除いて太平洋産のみについてみると、行縄・薮田に比して、横田

他(1961)、Kishinouye(1923)らの結果は速かな成長を示し、Bell(1963)はおそい。大西洋産

ものでは、Rodorigues-Roda(1963)と Sella(1929)の結果が、行縄・薮田のそれに近似的で、

ことに前者が近似的である。差異のみられる原因については、資料の範囲では言及できな

い。” 
  近年行われた標識放流実験から得られた結果と彼等の求めた成長曲線とを対比した結

果は、行縄・薮田(1967)によって第 205 図のように示されている。 
 
第 205 図，鱗の輪紋から得た成長曲線と標識放流実験から得た推定成長量との比較 
Fig，205，A comparison of the growth curve obtained by the scale method with the 

growth estimated from tag recovery data 
 
  第 205 図は、標識放流実験から得られた結果と鱗の輪紋から得られた結果とがよく一

致することを示している。したがって、行縄・薮田によって下表に示された鱗の輪紋形成

時の体長、あるいは年齢別の体長範囲は、おおむね妥当なものといえよう。 
 
第 39 表，鱗の輪紋形成時の体長(クロマグロ) 
Table, 39，Length at the time of ring formation (Bluefin tuna) 
 

rn r? r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 
ln(cm) 30.84 50.77 80.17 102.87 122.20 142.65 158.44 177.61 
l’n(cm) 33.8 51.4 82.2 104.2 124.0 142.8 159.1 178.1 

rn ·························· 輪紋数 
ln ·························· R=0.678+0.0133L から計算された体長 



l’n ·························· L,rn/R から計算された体長 
R ··························· 鱗の半径 
r ···························· 輪紋の半径 
l ···························· 尾叉長 

 
  寿命については明らかではないが、行縄・薮田は計算最大体長(L∞)を 320.5 ㎝として

いる。 
 
―食性― 
 
  この魚の食性に関する知見は、まだ甚だ不充分な状態にある。 
  Kishinouye(1923)は、この魚の餌料は種々雑多であるが、多少とも Pelagic の性質をも

つものであると述べ、魚類では、マイワシ・カタクチイワシ・トビウオ・アジ・イカナゴ

などの他、ときとしては底棲性のものも胃内容物に含まるとしている。また魚類以外には、

外洋性の甲殻類や種々の軟体動物も食物となっていると述べている。 
  南日本の沿岸域でとれる体長 20~65 ㎝の若魚の胃内容物は、主として種々の小型魚か

らなっているが、中心となっているものはカタクチイワシである。(矢部他，1953；横田他

1959)。 
  串本，勝浦(和歌山県)、土佐清水、日向灘沿岸、種子島東方海域、屋久島、枕崎近海な

どで、曳縄、活餌、延縄などで漁獲されたものの胃の内容物を調べ、横田他(1961)は、餌料

生物の量や質が海域によって著しく異ることを報告している。 
  渡辺(1960)は、三陸沖で延縄によって漁獲されたものの胃内容物を調べ、供試尾数が少

ないので断定はできないが、8 月下旬から 9 月上旬にはイカの出現頻度が大きく、9 月下旬

になると、イカは出現しなくなり、代ってカツオの出現頻度が増大する、と述べている。 
  Bell(1963)は、1957 年にカリフォルニアに水揚げされた 168 尾のクロマグロのうち

70％はカタクチイワシを食べていたと報告している。同じ著者は、この魚はときとして波

打際近くでも摂餌し、ヒトデや海藻を食ったり、沿岸性の魚を捕食することがあるのとの

Blunt(1958)の知見を紹介している。 
  以上の諸知見を総合すると、北太平洋のクロマグロには、食物に対する著しい選択性

はみとめ難く、遭遇する機会の多いものが主要な食物となっているものといってよさそう

である。ヒトデや海藻を食っているとの Blunt の報告は、北米沿岸方面に分布する少年期

群は、海底でも索餌する可能性を強く示唆する。 
 
 
 
A-2，大西洋のクロマグロ 



 
―産卵習性― 
 
  北太平洋産のクロマグロと大西洋産のクロマグロの産卵習性にみられる著しい相違は、

既に記したように、前者はアジア側でのみ産卵するのに、後者はアメリカ大陸側でもヨー

ロッパ側でも産卵することである。 
  Tiews(1963)によれば、大西洋産のクロマグロの産卵習性のあらましは以下の如くであ

る。 
  ヨーロッパ側での主要な産卵海域は地中海である(Roule,1924) 。地中海における産卵

期は、4 月から 7 月中旬にいたる期間となっている(Roule,1924;Heldt,1926;Sanzo,1929)。 
  生殖腺は 4 月下旬から 5 月上旬に成熟しはじめ、この頃になると、ときとしては数千

尾を超える大群となって産卵場に移動し、5 月後半に産卵場に到着し、6～7 月に産卵する。 

1923 年に Fernand de Buen がスペイン南西沿岸で調べた生殖腺の季節的変化は下表の

如く、Roule の上述の観察を確めたものといえる。また Sanzo(1932)が、メツシナ海峡で 
5~7 月に行ったプランクトン・ネットの採集でこの魚の卵を発見していることも、この魚が

5 月から 7 上旬に産卵することを示すものである。 
 
第 40 表，スペイン南西沿岸におけるクロマグロの生殖腺の季節変化 
Table,40，Seasonal change of the status of gonad of bluefin tuna in the seas adjaccnt to 

the south-western Spain 
 ♂ ♀ 

月別 未熟(%) 完熟(%) 放卵後(%) 未熟(%) 完熟(%) 放卵後(%) 
Ⅴ 100 - - 100 - - 
Ⅵ 32 60 8 67 30 3 
Ⅶ 1 33 66 26 26 62 

 
  Dieuzeide(1951)は、仔魚の出現状況から、西部地中海では 7 月上旬に産卵すると述べ

ている。 Vicla(1960)は、ポルトガル近海での産卵について調査し、産卵は 6 月初旬には

じまり、7～8 週間つづくこと、♂の方が先に成熟することなどを報告している。 
  アメリカ大陸側では、Bullis et Mather(1956)が、1955 年 4 月 12 日に、北部カリ

ブ海で、26 ポントﾞの重さの成熟精巣をもった体長 245 ㎝の個体を観察している他、同月

中に running ripe の♂2 尾をみている。 5～6 月に、Bimini と Cat Cay 沖でとれる大

型魚の大部分は、生殖腺の状態から推して、おそらく 4 月から 5 月上旬に産卵を了えたも

のと思われる。 
  以上の他にも、この魚の産卵については多数の記録があるが、いずれも産卵期か 4 月

から 7 月におよぶ期間であることを示しており、産卵期はおおむね北太平洋産のもののそ



れに一致する。しかし、上述の諸知見を総合すると、北米側すなわちカリブ海からフロリ

ダ海峡に至る海域での産卵期は、ヨーロッパ側(地中海)のそれよりも 1～2 ヵ月早いことが

うかがわれる。 
  中村・上村(1958)が、ブラジル沖合で、3 月にきわめて大型のこの魚を観察し、この方

面に出現するものが産卵と密接な関係をもつものと推定したことは、既に述べた如くであ

る。ブラジル北東部沖合にこの季節に出現する魚群が、産卵準備群のような性格のもので、

カリブ海やフロリダ海峡方面に回游した後に産卵するものか、ブラジル沖合でそのまま産

卵するものかは、まだ明かでない。大西洋のクロマグロの資源構造を究明するためには、

ブラジル沖合に季節的に出現する大型魚群の生態的意義を明確にすることが肝要と思われ

る。 
  産卵場の環境条件に関する知見は、Tiews(1963)によって、以下のように要約されてい

る。 
  ヨーロッパ側では、産卵群はより暖くて塩分量の最も大きい海域を求める(Roule,1924)。
Roule はまた、地中海中部の産卵場の表層水温は 19°～21.6℃の範囲にあり、平均は 20℃
であると述べている。フロリダ海峡や Bimini 沖合での産卵期の表層水温は 24.9°～29.5℃
である(Rivas,1954 a)。 
  Sella(1931)は、地中海の大型魚は、表層の Salinity が 37.2～37.8‰、表層水温が 18°
～22℃で産卵条件に達するが小型魚の場合には水温 23°～25℃、Salinity38‰以上でも産

卵する、と述べている。 
  環境に関する以上の諸知見は、温度や Salinity が、それぞれの産卵海域に特長的では

あり得ても、それらがこの魚の産卵に支配的な条件とはなり得ないこと、換言すれば、こ

の魚が特定な Salinity や温度の海域においてのみ産卵するものでないことを示している。 

ことに温度についてみると、最高と最低の間には 10℃内外の差が認められることになる。 
  １個体が同一産卵期中に多数回産卵するか否かについては確認がない。しかし、

Sanzo(1910)Frade et Manacas(1960)Rivas(1954a)らは、分割的に産卵するとの見解を表明

している。理由は、同一卵巣内に成熟過程の異なる卵団がみられることにある。 
  160 ㎏の魚から得られた 7.8 ㎏の卵巣の抱卵数を調べて、Frade(1950)は、936 万粒と

報告している。Rodorigues-Roda(1967)は、スペインの大西洋沿岸でとれたものの抱卵数に

ついて、魚体の大きさとの関係を第 206 図のように示している。 
 
第 206 図，クロマグロの魚体と抱卵数(大西洋) 
Fig，206，Relation between the fecundity and size of bluefin tuna in the Atlantic Ocean 
 
―卵の形状― 
 
  Bahama で観察された成熟卵巣卵は、球形・半透明で、卵膜は薄く滑らかである。 卵



経は 0.9 ㎜にモードをもち、0.7～1.1 ㎜の範囲にある(Rivas,1954a)。地中海で観察された

ものは、直径 1.0～1.12 ㎜で、直径 0.27 ㎜ほどのやや大きい油球 1 個をもっていた

(Sanzo,1932)。 
  Bahama のものと地中海のものとの卵経の差異について、Tiews(1963)は、両海域の温

度の相違によるものと想定している。しかし、温度の相違によるものか成熟段階の相違に

よるものかは明らかでない。 
  Rodorigues-Roda(1967)は、成熟卵巣卵の卵経の頻度分布を第 207 図のように示し、モ

ードの卵経は 1.10 ㎜、分布幅はおよそ 0.9～1.20 ㎜であるとしている。 
 
第 207 図，大西洋のクロマグロの成熟卵巣卵の卵径頻度分布 
Fig，207，Frequency distribution of the diameter of ripe ovarian ova of Bluefin tuna in 

the Atlantic Ocean 
 
―仔魚と稚魚― 
 
  大西洋のクロマグロの仔魚と稚魚に関する知見は、Tiews(1963)によって以下のように

要約されているが、全般的にみて、形態に関する記述が多く、分布については知見に乏し

い。 
  孵化時の仔魚の全長は 2.84~3.04 ㎜で、平均は 2.96 ㎜である。孵化直後には、頭はま

だ Yolk-sack から分離せず、眼には色素がなく、口は開いていないが、鰭は発達しはじめる。 

12 時間後には、全長 3.56 ㎜に達する。Yolk-sack は収縮し、頭は分離し、眼は著しく大き

くなる。孵化当日の後半には、全長 3.80 ㎜となり、口は開き、腸管は著しく発達する。眼

には色素が発現する。肛門は後方に移動する。主として背鰭の基部に沿って現れる色素胞

は減少する(Sanzo,1932) 
  Ehrenbaum(1924)など、稚魚に関する記録は第 6 表に示した如くである。 
 
―少年前期― 
 
  少年前期群の出現に関する知見は第 8 表の如くで、知見はむしろ貧弱である。 
 
―最小成体― 
 
  Sella(1929)によれば、地中海では、この魚は生後 3 年目の体長 97.5 ㎝、体重 15 ㎏で

成熟しはじめるとされている。Le Gall(1954)は、体長 95～105 ㎝、体重 12～17 ㎏で成熟

すると述べているから、2 歳で成熟することになる。ポルトガル沿岸では、65～70 ㎝では

まだ未成魚であるが、体長 100 ㎝で成体となり、一部のものは既に産卵を終っている。 



Frade et Viela(1960)は、体長 80～90 ㎝；すなわち約 2 歳で成熟するもの、と述べている。 

また、Rodorigues-Roda(1967)は、スペイン近海では、♀は体長約 80 ㎝、♂は約 100 ㎝で

成熟しはじめ、♀・♂とも全部が成体となるのは体長約 120 ㎝であるとし、第 208 図を示

している。 
 
第 208 図，大西洋のクロマグロの最小成体 
Fig，208，Length of the Bluefin tuna at the time reached to the first matulity in the 

Atlantic Ocean 
 
  以上のように、地中海方面産のものでは、北太平産に比して、著しく早く成熟に達す

るものとされている。かような状態が大西洋全般にみられるのか、地中海方面にのみみら

れるのかは、米大陸側の知見が乏しく明かでない。 
 
―年齢と成長・寿命― 
 
  脊椎骨の輪紋と鱗の輪紋とを用いた年齢査定が多くの研究者によって行われており、

それらの結果は Tiews(1963)によって第 209 図にまとめられている。 
 
第 209 図，クロマグロの成長曲線(大西洋) 
Fig，209，Growth curve of the Bluefin tuna in the Atlantic Ocean 
 
  Mather et Schuck(1960)は、10 年間にわたって募集した鱗の輪紋、魚体組成の資料に、

標識放流実験の結果を加えて、この魚の年齢と成長を論じ、その結果が Westman et 
Neville(1942)の結果にほぼ一致する、と述べている。標識放流実験の結果を示せば下表の

如くである。 
  1)の放流時の年齢は 2 歳の初期で、再捕時は 7 歳の初期となる。2)の場合には、放流時

3 歳、再捕時 7 歳となるが、それぞれの年間成長量は第 203 図の成長曲線によく一致する。 
  Rodorigues-Roda(1960)は、第 4 または第 5 腹椎の輪紋の半径と体長との関係式を 
       L=17.80+6.9862R 
         L=尾叉長(㎝） 
         R＝輪紋半径(㎜） 
のように示している。 
  Tiews(1960a)は、大型魚の年齢の分離に眼径を用いる新しい手法を提出している。 
  Rivas(1955)は、大西洋のクロマグロについて、この魚が New England 沖合の索餌海

域に滞在中には、1 ヶ月に体重が 7.5％増大するとしている。Tiews(1957a)は、大型魚が北

海に滞留する 2～3 ヶ月間の増重量は年によって異り、1954 年には 11 ㎏、1955 年には 17.4



㎏であったと報告している。これらの増重量は、この魚の年間の増重量のそれぞれ 34％お

よび 54％に相当するとのことであるから、この魚は年間を通じて均等に成長するものでは

なく、季節的に不均等な成長をするものといえよう。Liihman(1959)は、8～14 歳の魚が北

海に滞留中の増重量を 25～39 ㎏と推定している。 
  寿命については的確なことは明かではない。北海方面のものについて、14 歳以上のも

のが急減するとの Hamre(1963)の見解は、この魚の寿命にある示唆を与えるものと思われ

る。 
 
―食 性― 
 
 Bahama 近海に、5～6 月に出現するこの魚の産卵群の胃内容物を調べ、Rivas(1954b) 
は、産卵期には摂餌活動が低下するか休止の状態になるものとみとめ、かような摂餌活動

の低下または休止は、産卵期の魚は痩せているのに、8～10 月に北方の海域に現れる索餌群

は肥満していることで説明できる、と述べている。Roule(1924)、Sara(1960)は、産卵期に

おける摂餌活動の低下または休止は、生殖腺が充分に発達すると消化器官を圧迫し、正常

な消化が妨げられるためではないかと示唆している。 
  ドイツの漁業者によれば、クロマグロの摂餌は日出時から午前 11 時頃までに最も活発

である、とのことである。 
  胃内容物については多くの研究があるが、それらは胃内容物が海域に特長的であるこ

と、換言すれば、この魚の食物に対する選択性はあっても著しいものでないことを示して

いる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B ミナミマグロ 
 



―産卵習性― 
 
  この魚の産卵海域に関する知見の概要は、分布との回游の頃に述べた。知られた範囲

では、ミナミマグロの生殖活動の盛んなものの分布域は、10°～30°S のオーストラリア

西北方海域に限られている。この海域に似た海洋学的条件を具えたところとしては、東部

太平洋ではペルー沖合、大西洋ではアンゴラ沖合などがあげられるが、これらの海域には

ミナミマグロの出現する形跡さえもみとめられない。既述のように、日本の延縄漁業者に

は、この魚が西風皮流域で産卵するとの見解をもつ者がある。理由は卵巣の成熟過程のす

すんだものがときとして出現することにある。しかし、これらは産卵海域に赴く途上のも

のと思われる。 
  三村(1958)は、いわゆるオカの漁場に、8 月に出現し 4 月上旬まで分布するものの魚体

組成が、年によっても、季節によっても、また地域的にも、ほとんど変化がないとしてい

る。また、体長(尾叉長)範囲は、140～170 ㎝で、155 ㎝あたりに単一のモードがみとめら

れる、と述べている。同じ報告中に三村は、生殖腺の成熟状態から、この方面の海域に出

現するものは産卵群であろうと想定している。 
  Mimura(1962)は、オカ・オキ両漁場の漁獲物の魚体組成を比較し、オカの漁場のもの

の魚体組成については、上述の知見を再確認している。オキの漁場のものについては、魚

体組成に季節変化がみられ、盛漁期(12～2 月)には、小型魚の割合が増大する、と述べてい

る。 
  生殖腺重量の頻度分布は第 210 図の如く、オカの漁場のものでは分布幅が広く、また

重量の大きいものがみられるが、オキの漁場のものでは、分布幅が小さく、未成熟とみら

れる軽量のものが主となっていることから、Mimura は、両漁場に出現するものの Sexual 
activity に差異があるものと想定している。また、漁期の末期(3 月)になると、オキの漁場

に、生殖腺指数小さいものが卓越することを指摘している。 
 
第 210 図，オカ･オキ両漁場のミナミマグロの生殖腺重量の頻度分布 
Fig，210，Gonad weight frequency distribution of the southern Bluefin tuna in “Oka  

and Oki grounds” 
 
  三村・藁科(1962)は、いわゆるインドマグロとゴウシューマグロ 3の関係を検討し、両

者が同一族 Thunnus maccoyiiであることを認め、生殖腺の状態からみて、この魚がオー

ストラリア東方の太平洋域で産卵する可能性はみとめられないことおよび、オキの漁場の

魚群は産卵前期(準備群であろうとみられることなどを述べ、オカ・オキ両漁場に産卵群と

産卵(準備)群が集積される機構について以下のような見解を述べている。 

                                                   
3 当時ｲﾝﾄﾞ洋側でとれるものをインドマグロ、太平洋側でとれるものをゴウシューマグロと

称していた。 



 “ミナミマグロの索餌群は、亜熱帯収歛線以南の高緯度海域に分布している。亜熱帯収

歛線は、南半球の秋～冬季には北上し、9 月北限に達する。このころになると、索餌海域で

成熟したものが、亜熱帯収歛線を突破してそれぞれの漁場に集結する。かような機構は、

北太平洋のビンナガやクロマグロにみられるところと軌を一にするものといえよう”。 
  さらに同じ著者らは、オカの漁場における月別の魚群量指数 4の変動を第 41 表のよう

に比較し、漁期の初期には魚群量が大きく、中期に著しく低下し、末期に再び増大すると

述べている。 
 
第 41 表，オカ漁場におけるミナミマグロの月別魚群量指数 
Table,41，Index number of the Southern bluefin tuna abundance by month in the "Oka" 

ground 
月別 ９．１０月 １１月 １２．１月 ２．３月 
指数 166.96 53.91 66.15 112.97 

 
  オカの漁場における釣獲率が、漁期の初期に高く、中期に低下し、末期に再び上昇す

る現象について、三村(1958)は、漁期の初期には魚群が狭い範囲に密集し、中期には広い海

域に分散し、末期には再び狭い海域に密集することによるものと想定している。第 41 表は

しかし、分布のほぼ全域にわたる資料に基づいたものである。したがつて、第 38 表に示さ

れた変動は、ここに述べたような漁場の拡大と縮小では説明できないことになり、魚群の

逸散と添加および摂餌活動の変化などが考慮されなくてはならぬことになる。かような見

地から三村・藁科(1962)は、次のような場合を想定している。 
１）1～2 月における魚群量の増大は、新たな添加が亜熱帯収歛線以南から行われることに

よる。 
２）9 月に亜熱帯収斂線を突破して北上した魚群の一部が、オカの漁場以外の海域に分布し

ていて、1～2 月にオカの漁場に加入する。 
これらの想定について著者らは、“1～2 月は南半球の盛夏で、海洋構造は夏型の頂点に

達する時期で、亜熱帯収斂線は最も南下している。かような海況を考えると、この時期に

魚群が亜熱帯収斂線を突破して北上することは考えがたい。２）の場合の可能性が大きい

と考えるのが妥当であろう。”との見解を述べている。 
著者らが可能性が大きいとしている想定２）は、9 月に亜熱帯収斂線を突破した魚群が、

オカの漁場以外の海域に分布する、との想定である。しかし、延縄漁業が熱帯から亜寒帯

にいたるインド洋のほぼ全域に及んで行われるにいたった現在でも、オカ・オキの両漁場、

就中オカの漁場以外には、この魚の産卵群の分布する海域は知られていない。このことは

                                                   
4 経緯度 1°区画内の平均釣獲率をほぼ同一分布密度となっている区画毎に再平均し、これ

に単位区画数(区画内の経緯度１°の区画数)を乗じた値。全漁場の平均を 100 とする。 
 



想定２）は成立の余地がないとこを示すものといえよう。想定１）が妥当性を欠くとの著

者らの見解は、他のマグロ類の場合からみて妥当なものと思われる。 
魚群量指数算出の基礎となっている釣獲率の資料が完璧なものでないことは、著者ら

の指摘している如くである。魚群量指数の算出方法には問題はないとしても、資料の欠陥

に基づく誤差が介入する場合はありうるものと思われる。また、大西洋のクロマグロにみ

とめられているような“産卵期には摂餌活動が衰退したり休止したりする”ことがこの魚

にもみられるならば 5釣獲率は当然低下することになり、釣獲率から算出された魚群量も低

下するはずである。 産卵の盛期についてはまだ充分な知見はないが、他のマグロ類の場

合から類推すると、11～12 月あるいは 11~1 月と考えられる。この期間が釣獲率の低下期

に当たることは充分に注目に値するものと思われる。 
  漁期の末期に魚群量指数が大きくなる原因が、新たな魚群の加入によるものか、資料

の誤差によるものか、この魚の産卵期の習性によるものなのかの断定は、現状では不可能

である。さらに充実した諸資料に基づく検討が必要であるが、ここでは、新たな加入群の

加入による場合はその可能性が疑わしく、産卵期における習性の変化が重視さるべきもの

と指摘しておくに止める。 
  木川(1964a)は、1961 年と 1962 年の 3 月に採集した卵巣中から、異った成熟過程を代

表する 5 個を選び、卵巣の組織学的研究と卵径測定の結果を併せて、 
１）成熟中の卵巣内で、Reserve fund eggs からの追加卵があるか否か。 
２）追加卵の補給があるとすれば、それらが将来産出されるか否か。 
３）1 産卵期中の産卵回数。 
４）産出卵数。 
などを調べ、以下のような見解を表明している。 
a） 成熟中の卵巣内においても、Reserve fund eggsからの追加卵はみとめられる。しかし、

これらの追加卵は産出されることなく、卵黄球期の途中で退化し、吸収される。既に

産卵が行われた卵巣では、まだ産み出される卵が多数残存していても、新しい追加卵

の補充は減少する。 
b） 産卵期中にまとまった量が産み出される時期は、大別して 2 回ある。しかし、最初に

産み出される数と第 2 回に産み出される数との間には大差があり、前者は後者のほぼ 2
倍である。 

c） 産み出される卵数は、調べられた 1 個体の場合には、14～15 百万粒と計算された。 
a）は、ある個体がある産卵期に産み出す卵は、同じ成熟過程を経たものであることを意味

する。このことは、c）に示された 14～15 百万粒を、その個体が産み出す卵の数とみられ

ることを意味するものである。b）はそれらが 2 回に分割されて産み出される、とするもの

である。 

                                                   
5 後述のように Serventy(1956)は、この魚が産卵に先立って摂餌活動を停止するものと考

えている。 



  第 1 回に産み出された残りの 1/3 の卵が、引きつづき産み出されるものと想定されてい

るが、その可能性はあっても、果して産み出されるものか否かを決定的に論じ得るような

知見はない。同じ著者は、休止期に入りかけた排卵後の卵巣に残留している成熟卵巣卵の

卵径が、個体によって著しく異ることをみとめ、かような差異のみられる理由は不明であ

るとしている。また、他方では、卵巣中に退化の過程にある卵団の所在をみとめている。 

もし、上述の残留卵にみられる卵径の差異が、退化の過程を反映したものであれば、２回

に分割して産卵することの可能性は疑わしいものとなろう。 
  木川(1964b)は、オキの漁場に出現する魚群の産卵習性上の意義を検討し、大要以下の

如く述べている。 
  この漁場での漁期は、前期(9~11 月)、中期(12～1 月)および後期(2～3 月)に分けられ； 
１）前期には新たな添加による魚の集積があると同時に、産卵海域(オカの漁場)へ続々と産

卵魚の補充が行われる。また、オカの漁場から経産卵魚がいくらかこの漁場に逆添加

される。 
２）中期になると、オカの漁場からの経産卵魚の逆添加が増大しはじめる。しかし、オカ

の漁場への産卵魚の補充はやや渋滞し、成熟期の魚の集積が多くなる。 
３）後期になると、経産卵魚の逆添加が著増する。同時に産卵場への産卵魚の補充は再び

活発となる。この時期には、この海域からの他の海域に逸散するものが、他から添加

されるものよりも著しく多いものと思われる。この時期には、成熟期にあるものより

も、経産卵魚の方が漁場形成に重要な意義をもつようになる。 
４）オカの漁場から逆添加された経産卵群は、この漁場を経て南方の索餌領域に逐次逸散

するものと想定される。 
５）以上に述べたところは、この漁場とオカの漁場との間には、常に迅速な魚群の交流が

あることを示す。 
  １）～５）に述べられたところは、オキの漁場が、それまで考えられていたように産

卵前期(準備)群によってのみ形成されるものではなく、季節によっては経産卵群も重要な構

成員となることを示している。 
  ４）の経産卵群が、この海域を経て南方の索餌領域の逸散することは、須田(1960)によ

って示唆されたところであるが、近年西風皮流域に漁場開拓がすすむにつれて、この方面

に経産卵魚が出現することが明かにされている。 
  １）～５）に述べられたところはおおむね妥当と思われるが、オカの漁場への産卵魚

の補充機構については、なお検討を要するもののように考察される。検討を要すると思わ

れる事項のうち最も重要なものは、漁期の末期に産卵群の補充が再び活発となるとの見解

である。 
  漁期に初期に産卵魚のオカの漁場への添加が活発であることは、オカの漁場における

釣獲率の変動状況から明かといえよう。オカの漁場では、8 月下旬から魚群が出現しはじめ、

釣獲率は 9～10 月に最高となる(第 40 表参照)。しかし、かような魚群の添加が、すべてオ



キの漁場を経由して行われるものか否かについては、後述のように若干の疑問がある。 
  木川(1964b)、Shingu(1967)らは、漁期の中期にオキの漁場の魚群量が増大することを

みとめ、木川(1964b)は上述のように、中期に新たに添加された魚群のうちから、産卵魚が

オカの漁場に添加されるものと想定している。 
  Shingu( 1967)は、オカ・オキ両漁場の漁獲物の月別魚体組成を第 211 図のように示し

ている。 
 
第 211 図，オカ・オキ両漁のミナミマグロの月別魚体組成 
Fig，211，Size composition of the southern Bluefin tuna by month in the “oka and 

oki”grounds 
 
  第 211 図は、オキの漁場の漁期の初期には、60～70 ㎏あたりにモードをもつ大型魚が

主となっているが、漁期がすすむにつれて小型魚の割合が増加し、12~1 月にはモードの体

重は 50 ㎏内外となり、以後次第に大型化し、漁期の末期にはほぼ初期の状態に近づくこと

を示している。このことは、漁期の中期における魚群量の増大は、50 ㎏あたりにモードを

もつ小型魚の添加によることを示唆する。 
  この魚の最小成体についてはまだ充分な知見はない。 Robins(1963)は、尾叉長で 113
～128 ㎝、年齢にして 5～6 歳で成体となるが、主として 6 歳であろうと推定している。 し

かし、産卵海域となっているオカの漁場における魚体組成をみると、ほとんど尾叉長 140
㎝以上となっているから、最小成体は 140 ㎝内外とみるのが妥当であろう。 既述のよう

に、Robins(1963)はオーストラリア東方でも産卵すると推定しているから、最小成体を実

際より小さくみている可能性がある(Ⅱ-2-2-B 参照)。 
  オキの漁場の漁期の中期に出現する小型魚の体長範囲は 130～140 ㎝であるから、一部

は成体に達しているものといえよう。しかし、全般的にみると、すべてが直ちに産卵に参

加するか否かは疑問とみられる。 
  第 211 図をみると、オカの漁場の魚体組成には、全漁期を通して著しい変化はなく、

11～12 月頃に多少小型魚の割合が増大するものとみられる。かような小型魚の割合が増大

は； 
イ) 小型魚が他海域から添加されること、 
ロ) 漁場内にある魚群中、成熟のすすんだ大型魚が、摂餌活動の低下または休止により釣

れにくくなり、見かけ上小型魚の割合が増大すること。 
などによると考えられる。 イ）、ロ）のいずれであるかは明かではないが、仮にイ）の場

合であるとしても、添加量は大きいものとは考えがたい。漁期の末期に産卵群の補充が再

び活発化するとしても、補充されるものが、漁期の中期にオキの漁場に現われる小型魚で

ないことは、第 211 図から明かといえよう。 
  漁期の末期にオキの漁場の魚群が大型化することは、上記の要約３）の“成熟期のも



のよりも経産卵群が主となる”ことによって説明され得るものと思われる。 
  漁期の末期に産卵群の補充が再び活発化するとの見解の論拠は全く示されていないが、

かような見解は、三村・藁科(1962)の示した第 38 表に基づいたものとのことである(木川、

対話)。 第 38 表に示された魚群量指数の変動が、真実の魚群量の変動の反映か、産卵魚の

生理、生態的な事由を反映したものかは、既述のように、現状では断定できぬ。漁期の末

期にオキの漁場では、“逆添加された経産卵群が主体となる”ことは、漁期の末期は産卵期

の末期でもあることを示す。産卵期の末期には、産卵場の環境条件が産卵に不適当なもの

となっているものとみるべきであろう。かような時期に、産卵群の補充が活発化するとは

考えがたい。漁期の末期にオカに漁場において、産卵活動が再び活発となることが実証さ

れない限り、疑問の余地を残すものと思われる。 Robins(1963)、オーストラリア沿岸に

出現する若年魚の魚体組成にみられる変動を、オカの漁場における産卵盛期が年に 2 回あ

ることによるものと推定しているが、論拠は明確でない。 
  Robins(1963)は、オーストラリア東方沖合でも、11～2 月に産卵する可能性を述べてい

るが、この可能性は、既述のように、Shingu( 1967)によって否定されている。 
  以上のように、この魚の産卵習性には疑問点がなお少くない。新たに開拓されつつあ

る漁場に分布する魚群の生態学的性格や、オキの漁場に出現する魚群の生態的意義が、ま

だよく解明されていないことが、問題を複雑なものとしているように思われる。 ことに

後者の意義の解明が重要で、オキの漁場に出現するものが、生態的にみて、他の海域のも

のと全く異なるものか、あるいは、30°～40°S の海域に東西に広く分布するものと同様

な生態にあるものなのか、などの究明が必要と思われる。 
  オキの漁場に漁期の初期に出現するものを産卵前期群と想定した場合に、この漁場の

形成される時期が、オカの漁場のそれに約 1 ヵ月おくれることは、オカの漁場を形成する

産卵群の補充機構の説明をむずかしくする。産卵前期群が一たんオキの漁場に集結したの

ちオカの漁場に移動するものであれば、オカの漁場の漁場形成に先立って、オキの漁場が

形成されるべきであろう。少くとも、オカの漁場の漁期の初期に出現する魚群については、

それらのすべての補充源がオキの漁場にあるとは考えにくい。 
  この魚に関する知見の現状と、他のマグロ類について知られたところとを併せると、

この魚の産卵習性については、以下のような作業仮説が生れる。 
１）主な繁殖領域は、いわゆるオカの漁場であるが、オキの漁場でも若干の産卵は行われ

る。 しかし、オキの漁場と呼ばれる海域での産卵は、産卵海域(オカの漁場)の季節的

な南方への拡大による見かけ上のものである可能性が考えられる。両漁場の境界は

25°S 附近にある潮境と思われるから、この潮境の季節移動や性格の変化と産卵魚の分

布との関係の究明が望ましい。 
２）産卵盛期は、11～1 月で、この時期には、産卵群がやや広い海域に分散する。 
３）産卵群は、オキの漁場を含めた広範な海域から補充され、その量は 8~10 月にほぼ定ま

り、以後における補充はあってもごく微々たるものである。経産卵群は、オキの漁場



を経由して逐次南方に逸散する。オカの漁場内の魚群量にみられる季節変動は、かよ

うな逸散による減少を除くと、みかけ上のもので、魚自体の摂餌活動の反映とみるの

が妥当であろう。 
４）1 個体が 1 産卵期中に産出する卵の数は、個体によって異なるが、10～15 百万粒に達

する。これを第 1 回に 2、第 2 回に 1 の割合で分割して産み出す、との知見があるが、

その当否には若干の疑問がある。 
 
―仔魚と稚魚― 
 
 矢部・上柳・渡辺(1966)は、1~3 月に、11°~12°S；103°E 附近で、稚魚網によって採

集された 4~8 ㎜の仔魚・稚魚 8 尾をミナミマグロと同定している。同定の論拠は以下の如

くである。 
イ) 採集されたところが、この魚の産卵海域として知られた海域である。 
ロ) 採集された季節が、この魚の産卵期に一致する。 
ハ) 形質が、この魚に最も近縁なものとされているクロマグロに Thunnus thynnus に

近似している。 
同じ著者らは、オーストラリア東方の太平洋では、下記のような大規模な稚魚網採集

が行われているにもかかわらず、インド洋から採集され、この魚の仔・稚魚と同定された

ものと同じ形質をもったものが出現しないとし、Mimura(1962)；Singu(1967) らと同様に、

この魚の太平洋での産卵を否定している。 
海 域 期 間 曳 網 回 数 

 10°～20°S 
周 年 約 800 

145°～170°E 
 20°～30°S 

7~12 月 約 280 
150°～180°E 
 30°～40°S 

6~11 月 約 150 
150°～180°E 

  上柳(1969)は、この魚の仔・稚魚の出現状況を第 212 図のように示し； 
イ) 資料の範囲では、出現海域が東部インド洋の大スンダ列島とオーストラリアとの間の

かなり限定されたところとなっていること。 
ロ) 太平洋からもこの魚の Larva に近似した形質をもったものが 1 尾採集されているが、

これはメバチの変異型である可能性が大きいこと。 
ハ) 大西洋からはこの魚の Larva の出現がみられず、産卵は東部インド洋のみで行われる

ものと考えられること、 
などを述べている。 
 



第 212 図，ミナミマグロと他のマグロ類仔・稚魚の採捕地点 
Fig，212，Locations of capture of the southern Bluefin tuna and other tunas in the 

Indian Ocean 
 
―少年前期― 
 
  オーストラリア南部沿岸で表層漁業の対象となるまでの仔稚魚期以後の生活史につい

ては、まだ全く知見がない。既述のように、1 歳になるとオーストラリア南西沿岸に現われ、

成長に伴ってオーストラリア南岸に沿って東方に移動する。ジャワ海にもこの魚の少年期

群が出現するとの情報があるが、確認はされていない。 
 
―最小成体― 
 
  既述のように、Robins(1963)は、魚体組成に基づいて、この魚は尾叉長で 113～128 ㎝、

年齢にして 5～6 歳で成体となるが、大多数は 6 歳で成熟するものと述べてられている。 
しかし、産卵海域とみられるオカの漁場での漁獲物は、ほとんどすべてが尾叉長 140 ㎝以

上である。したがって、最初に成熟に達するものは尾叉長 140 ㎝内外、年齢にして 6 歳と

みるのが妥当と思われる。 
 
―年齢と成長・寿命― 
 
  ミナミマグロの年齢と成長に関する研究は、魚体組成と標識放流実験に基づいて行わ

れている。鱗や脊椎骨の輪紋を用いた研究はまだ報告されていない。 
  この魚の年齢と成長に関する Robins(1963)の記述の概要は以下の如くである。 
  周年にわたる魚体組成を検討し、Serventy(1956)は、この魚の成長がほとんど夏季(10
～5 月)にのみ限られ、冬季(5～10 月)には体重がほとんど増加しないとし、Robins(1958)
は、同じく体長組成から、8～11 月には成長がおそいと述べている。しかし、標識放流実験

の結果(未刊)は、冬季と夏季の成長率には差がなく、周年継続的に成長することを示してい

る。 
  三村(1961)によれば、オカの漁場での産卵盛期は 11 月、オキの漁場でのそれは 12～1
月と想定されているから、オーストラリア西方のインド洋では、少なくとも 2 回産卵盛期 6

があることになる。 Serventyが季節変化によるとみている成長率の年間変動は、同一年

級に属する二つのモード群のどちらかが漁業に卓越することによるものであろう。 魚体

組成をみると、オーストラリアの太平洋沿岸でも同様な状態がみられる。しかし、成魚で

                                                   
6 オキの漁場での産卵が疑問視されることはさきに述べた如くである。仮に産卵が行われる

としても、量的にオカの漁場に匹敵するほどのものとは考えにくい。 



は二つのモード群の分離はむずかしい。 
  標識放流実験によると、この魚の 1+ｘ歳から 2+ｘ歳にいたる年間の成長量は約 18.75
㎝である。魚体組成から求められた 1+ｘ歳魚のモードの体長は 53 ㎝、2+ｘ歳魚のそれは

73 ㎝であるから、両者はよく一致する。Serventy(1956)が 4 歳の末期にあると推定した 83
㎝のモード群は、2+ｘ歳群を構成するもののうちから、第 1 次の産卵盛期に発生したもの

を選択的にとったことによる誤差 7と思われる。同一年級群に二つのモード群があると仮定

し、多峰型の体長組成を解析すると第 213 図に示す推定成長曲線が得られ、Walfordの
growth transformation techniqueを適用すると、最大計算体長は 222.5 ㎝となり、この魚

の年間の成長率の約 1/2 となる。 
 
第 213 図，ミナミマグロの推定成長曲線 
Fig，213，Growth curve (presumptive) of the southern bluefin tuna 
 
  行縄(1970)は延縄漁獲物の鱗の輪紋から年齢査定を行い、年齢別の体長範囲を下表のよ

うに示している。 
 
年齢 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
体長

(㎝) 
29＞ 

29～ 

53 
53～
74 

74～
92 

92～
108 

108～
122 

122～
135 

135～
145 

145～
155 

 
  表に示された成長度は第 213 図に示された成長より幾分小さいが、両者はおおむね一

致するものといえよう。 
  高齢魚では年齢の分離がむずかしく、寿命についてはまだ明確な知見はないが、13～
14 年と推定されている。 
 
―食性― 
 
  棲息している海域が異れば、餌料となっているものも異るものと思われるが、分布域

の全般にわたって餌料生物を比較し得るような知見はない。 Robins(1963)の食性に関す

る記述の概要は、以下の如くである。 
  食物に対する選択性はなく、外洋性の小魚、イカ、甲殻類などを手当たり次第に食っ

ているもののようである。 Serventy(1956)は、産卵に先立っては摂餌を停止するものと

想定している。 

                                                   
7 オカ・オキ両漁場の産卵盛をみとめるとしても、両者の間の時間的なｽﾞﾚは僅に 1 ヵ月に

すぎぬ。年間の成長量は 20 ㎝の 1/2 に当たる成長量の差(83 ㎝-73 ㎝)が産卵盛期のズレに

よるか否かは検討を必要としよう。 



  オーストラリア東方沖合における若年魚の食物は多種多様であるが、魚類、頭足類、

甲殻類、サルパの順に重要である。体重 40 ポンドまでの大きさのものの食物は、全体とし

ては１㎝から 30 ㎝の範囲の大きさのもので、Serventy(1956)は、以下のようなものを胃の

内容物中に見出している。 
 

学 名 俗 名 
Trachurus novaezelandiae Jack mackerel 
Scomber aust-ra lasicus Mackerel 
Sardinops neopilchardus  Pilchard 
Englauris australis Anchovy 
Trachurus declivis Scad 
Emmelichthys nitidus Pearl fish 
Nemadactylus sp. Morwong 
Thyrsites atun Barracouta 
Sphyraena novae-hollandiae Pike 
Arripis trutta Salmon 
Rexea solandri King barracouta 
Stlephorus robustus Young marine eel 
Family MYCTOPHIDAE  
Macroramphosus molleri Bellowsfish 
Scombresox forst-eri Billfish 
Caranx georgianus  Trevally 
Zeus australis John dory 
Genorhynchus greyi  
Gnathagnus innotabilis Box fish 
Zanclistius elevatus Boar fish 
Ruboralga sp. Rock cod 
Atherina sp. Hardyhead 
Upeneichthys lineatus  
Cephalopoda 
Notodarus gouldi;Enoploteutis galaxias;Calliteutis Miranda 
Argonauta nodosa;Octopus australis 
Crustacea 
Order Euphausiacea 
Nyctiphanes australis 



Order Amphipoda 
Prosina semilunata;Brachyschelus crusculum, 
Order Stomatopoda 
Squilla laevis 
Tunicata 
Order Salpida 
Okiopleura sp. 
Etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C,ビンナガ 
 
 C-1, 北太平洋のビンナガ 
 
―産卵習性― 
 
  北太平洋のビンナガの産卵海域は、長い間、ミッドウェー近海と考えられ、10 月頃に

産卵するものと考えられてきた(宇田、1936；相川、1949)。産卵海域をミッドウェー近海

と推定した主な理由は、既に述べたように、北太平洋流域の延縄漁場では、180°E あたり

まで、東方に向って大型魚の割合が増大することにあるものと思われる。かような事情の

他に、北赤道流域におけるこの魚の分布に関する情報が、第二次大戦後にいたるまで、ほ

とんど欠けていたこと、この魚は船上で解体されることなく丸のままで取引されることに

なっているため、生殖腺が観察されにくかったなども、産卵に関する知見が低迷をつづけ

た理由と考えられる。 
  第 49、51 図の両図から明かなように、北赤道流域でとれるビンナガは、すべて最小成

体以上の大型魚である。かような大型魚が産卵に密接な関係をもつことは、当然考えられ

るところといえよう。ハワイ近海に分布するものの生殖腺の成熟状態から、Brock(1943)は、

この魚がハワイ近海で産卵する可能性を示唆している。 
  北赤道流域が、漁場としては劣ったところであり、出漁船が少なく、漁況に関する資

料に乏しいことは、既に述べた如くである。得られた資料についてみると、ビンナガは周

年この海域に分布している。しかし、4～7 月には、釣獲率が他の季節よりも著しく大きく

なることがみとめられる。このことは、索餌領域である北太平洋流域からの成熟魚がこの

海域に回游することによるものと考えられており、したがって、産卵の盛期は 4～7 月頃と

想定されている。 
  上柳(1957)は、西部太平洋の諸方面から得られた生殖腺の標本に基づいて、この魚の産

卵習慣を調べ、亜熱帯収斂線の南北における、月別の生殖腺の成熟状況を、第 42 表のよう

に示し、以下のような見解を述べている。 
 
第 42 表，成熟段階の異なるビンナガの月別出現状況 
Table, 42，Monthly occurrence of the albacore belonging to each different stage of 

maturity 

    月 
段階 

Ⅺ Ⅻ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 

A  ○ ○ ○ ○     ○  ○ 
B   ● ○ ○        



           ○ ······················· 亜熱帯収斂線以北 
           ● ······················· 亜熱帯収斂線以南 
           A ························ 無卵黄期 
           B ························ 卵黄顆粒期 
           C ························ 卵黄発達初期 
           D························ 卵黄発達期 
           E ························ 成熟期 
 
イ) 亜熱帯収斂線以北の海域についてみると、2～3 月には B-段階のものも出現するが、全

般には A-段階のもので代表されているといえる。 
ロ) C-段階以上に成熟のすすんだものは、亜熱帯収斂線以南の海域にのみ出現する。 
ハ) したがって、亜熱帯収斂線以北の魚群は未成熟群であり、以南の魚群は産卵に関与す

る魚群と考えられる。 
ニ) 亜熱帯収斂線の南北の海域のビンナガは、生態的に著しく異なったものといえる。 
ホ) 以南の海域での生殖腺の平均重量は、3 月以降 7 月まで月をおって増大し、6～7 月に

は、E-段階のものが出現する。 
ヘ) 年間を通した資料がないので、断定できないが、北太平洋のビンナガの産卵期は、6～

7 月を中心とした夏季と推定される。 
ト) 産卵は、北赤道流の影響下にある広汎な海域において分散的に行われるものと考えら

れる。 
同じ著者は、10 月に硫黄島近海でとれた体長 112 ㎝のものが、排精後と思われる精巣

をもっていたこと、10～12 月に亜熱帯収斂線以北の海域でとれたものに、卵巣の成熟段階

は A であるが、退化過程にあると考えられる大・小の卵粒が若干残留しており、放卵後か

なりの時間を経たと思われるものが出現することなども、産卵期に関する上述の推定の妥

当性を示すものであろう、と述べている。 
  Otsu・Uchida(1959)は、ハワイ近海の漁獲物の生殖腺を調べ、生殖腺は 6～7 月に最

も発達していることをみとめ、ハワイ近海での産卵期は夏季であること、抱卵数は大型魚

ほど若干多くなる、と述べている。 
  Clemens(1961)は； 
１）Baja California からアラスカにいたる北米沿岸に running ripe のビンナガの出現が

全く記録されていないこと。 
２）7～8 月に、Guadalupe 島近海でとれた 93 ㎝と 100 ㎝の体長級のものが産卵直後のも

のであったこと。 

C    ● ●  ●      
D       ● ● ●    
E        ● ●    



３）北太平洋の洋心部から北米沿岸への回游途上で産卵するとは考えがたいこと。 
４）日本の延縄漁場では、漁期がすすむにつれて集団的に南下回游を行い、体長 90 ㎝以上

の大型群は、亜熱帯収斂線を突破して南方に回游するが、この時期に一部のものは産

卵するらしいこと。 
５）1937 年 1～5 月に、ミッドウェー西方 500 マイル附近で、体長 23 ㎝の幼魚がとれてい

ること。 
６）124 ㎜と 188 ㎜の幼魚が、北赤道流域でとれたクロカジキの胃内容物中に発見されて

いること。 
などの知見を総合し、 
７）産卵は 1～6 月に随時行われ、大部分のものは、少くとも、西は日本の経度から東はハ

ワイにいたる亜熱帯収斂線周辺の海域で産卵する。 
ものと想定し 
８）したがって、カリフォルニアの漁業の対象となるものの大部分は、日本の経度からハ

ワイにいたる海域で発生し、回游に耐えうるほどに成長するとカリフォルニア沿岸に

来游する。 
ものと述べている。 
  Yoshida・Otsu(1963)は、既住の知見を以下のように要約している。 
a) 産卵数 

卵巣内で最も発達した卵団は同時に産出されると前提すると、1 回の産卵数は、0.8～
2.6 百万粒となる。(上柳、1955；19578）Otsu・Uchida,1959a）。産卵数は、大型魚ほ

ど幾分多くなる(Otsu・Uchida,1959a)。 
b) 産卵期と産卵海域 

産卵期の詳細はまだ明かでないが、上柳、Clemens、Otsu・Uchida らの知見をまとめ

ると、産卵期は夏期で、6～7 月を盛期としているものとみられる。産卵は亜熱帯収斂

線の周辺を中心とする海域で行われ、島嶼周辺では産卵せず、外洋で行われるものと

考えられている。 
c) 成熟のすすんだ卵巣中に卵径のモードを異する卵団がみられることから、同一個体が

同一産卵期中に少なくとも 2 回産卵する可能性が想定されている(上柳、1957；Otsu・
Uchida,1959a) 。しかし、決定的なことは不明である。 

  須田(1962b)は、既述のように、12 月頃から沖ノ鳥島周辺に漁場を形成する魚群を産卵

準備(前期)群と想定し、2 月頃から産卵海域に逸散しはじめるものと想定している。産卵準

備群がすべての沖ノ鳥島周辺に一たん集結したのちに産卵海域に逸散するものか否かは、

既述のように明らかでない。 
  上柳(1967)は、北赤道流域にこの魚の仔・稚魚が周年出現することから、産卵は周年行

われるものとみとめ、産卵域について； 
                                                   
8 ｲﾝﾄﾞ洋からの卵巣に基づくものである。 



イ) この魚の産卵域はクロマグロに次いで北方に及び、20°N を中心とした海域となって

いる。 
ロ) 産卵域は、冬季には南方に縮小され、夏季には北方に拡大される。冬季の北限は 20°

N 附近であるが、夏季のそれは 30°N 附近に達する。 
ハ) 産卵域における表層水温の下限は 24℃である。 
と述べている。 
  北太平洋のビンナガの産卵習性に関する知見は以上の如くである。中心となっている

産卵海域が 
イ) 亜熱帯収斂線以南の 20°N を中心とする海域で、 
ロ) 西端は、小笠原・マリアナ列島線附近、東端はハワイ群島附近であること、 
については、おおむね見解の一致をみている。Clemens(1961)は、島嶼周辺で産卵活動が活

発であろうと想定しているが、広い範囲の外洋で分散的に産卵するとみるのが妥当であろ

う。上柳(1967)は、産卵域が季節によって拡大されたり縮小されたりすることをみとめ、北

限を 24℃の等温線に結びつけている。しかし、産卵域の北限が温度によって想定されると

みるよりも、24℃の等温線の季節移動の原因となっている亜熱帯収斂線の季節移動が産卵

域の北限の季節移動を支配するとみるべきであろう。亜熱帯収斂線は、既述のように、夏

季の 30°N 附近から冬季には 22°N 附近に移動する。かような亜熱帯収斂線の移動と産卵

域の北限の移動とがよく一致することは、上記の想定の妥当性を強く示唆する。 
  産卵期に対する見解は、Clemens(1961)の 1～6 月から、上柳(1967)の周年まで、かな

り著しく相違する。しかし、20°N を中心とする北赤道流域におけるこの魚の分布密度の

季節変化や、第 39 表に示されたところから判断すると、周年産卵するとしても、主要な産

卵期はあまり長いものではなく、4～7 月とみるのが妥当らしく思われる。 
 
―卵の形状― 
 
  北太平洋のビンナガの完熟卵についてはまだ観察された記録がない。しかし、ハワイ

近海で漁獲されたものの卵巣からは、直径 0.8～1 ㎜の卵が得られている(Otsu・Uchida、
1959a)。この程度の卵巣卵は半透明で、黄金色の顕著な油球 1 個をもっている。 
 
―仔魚と稚魚― 
 
  北太平洋のビンナガの初期生活史に関する知見はまだ極めて乏しい。 
  Yabe et al(1962)は、キハダの larva によく似ているが、躯間に色素胞がなく、前脳部

の色素胞がおくれて発現する点でキハダと異る 2 種の larvae をみとめ、これらを Type.A,B
と区分している。これらの Type が採集された海域は西部太平洋の 10°～25°N の範囲で

あることは、TypeA;B のいずれかがビンナガの laruva である可能性を示唆する。 



  Yoshida・Otsu(1963)によれば、Matsumoto(MS)はビンナガの稚魚は第 28・第 33 筋

肉節に色素胞がみられる点でキハダと異り、また体の背縁に 1 個の色素胞がみられる点で

メバチと分離できると述べている。 
  上柳(1967)は 140°E 線に沿って行われた調査に基づいて、鉛直水温断面とビンナガ、

キハダ、カツオの仔・稚魚の出現状況を対比し(第 214 図)、マグロ類の仔・稚魚の分布につ

いて； 
イ) マグロ類は仔・稚の段階ではすべて 50m 以浅の表層に密に分布する。 
ロ) ビンナガの仔・稚の出現域すなわち産卵域は、亜熱帯の鉛直水温傾度の小さい海域で

ある。 
ハ) キハダの仔・稚の分布域は、ビンナガのそれとｽﾞﾚて、赤道を中心とした高温水域であ

る。 
ニ) カツオの仔・稚は赤道から 25°N にいたる全域に出現する。 
と述べている。 
 
第 214 図，海洋構造とマグロ類仔稚魚の出現状況 
Fig, 214，O ccurene of larval tunas and Ocean feature 
 
  第 214 図から、ビンナガの仔・稚魚の主な出現海域は北赤道流域で、キハダのそれは

赤道反流域以南であるといえよう。 
 
―少年前期― 
 
  北太平洋のビンナガが最初に漁獲対象になるのは、既述のように、満 1 歳になってか

らである。1 歳魚の最初の出現は、いまのところ日本近海にのみ知られ、出現の時期は夏季

である。しかし、その出現の状況には年による変動が大きく、大量に出現したりほとんど

出現しなかったりするのもののようである。また、魚体の大きさにも年による変動が大き

く、モードの体長は 27 ㎝から 35 ㎝あたりまで変動するもののようである(浅野、1964)。 
  かような大きさより小さいもの、つまり少年前期のビンナガは、マグロ・カジキ類に

捕食されたものが観察されているだけで、まだ直接に採集された例はない。 矢部他(1958)
は、少年前期のビンナガの出現状況を下表のように示し、出現海域が、南北太平洋とイン

ド洋のこの魚の産卵海域に一致することを指摘している。 
ビンナガの体長

(㎜) 
年月日 地  点 捕食魚 

188 49-5-15 18°-38′N－151°-26′E クロカジキ 
124 52-6-11 20°-57′N－149°36′E クロカジキ 

約 170 55-2-1 18°-44′S－176°56′E キハダ 



約 170 55-2-2 18°-58′S－176°27′E キハダ 
234 56-12-6 20°-50′S－155°30′E マカジキ 
258 57-3-20 25°-13′S－99°43′E フウライカジキ 

 
  Kishinouye(1923)は、1917 年 1 月と 2 月に、小笠原列島近海で獲れたビンナガ、キハ

ダおよびカジキの胃内容物中に、体長 30 ㎝内外のビンナガが出現したと述べている。 こ

れらの幼魚は、その大きさ、出現の場所および時期からみて、おそらく、日本近海への回

游途上にあった 1 歳魚であろう。 
  北太平洋のビンナガの少年前期に関する知見は、以上にようにきわめて貧弱である。

しかし、出現の場所が産卵海域に一致することが明かにされたことは、将来の研究に重要

な手がかりを与えるものといえよう。マグロ類の幼魚の識別はやや困難であるが、ビンナ

ガの場合には、第 1 尾椎の血管棘が、他のマグロ類と異なり扁平となっていることから(矢
部他、1958)、識別は容易である(第 215 図) 
 
第 215 図，第 1 尾椎の扁平血管棘(ビンナガ) 
Fig，215，The flat haemal spine on the lot caudal vertebra of albacore 
 
―最小成体― 
 
  Otsu,Uchida(1959a)は、北太平洋のビンナガの♀は、体長 90 ㎝内外で成体となり最初

の産卵を行うものと推定している。この大きさは、インド洋のビンナガの最小成体に関す

る上柳(1955)の記述に一致している。西部太平洋のものについて、上柳(1957)は♀の最小成

体を 87 ㎝と報告し、Otsu・Uchida(1959a)は、中部赤道太平洋産のものについて 89.1 ㎝

と述べている。また南太平洋産のものでは 86 ㎝と報告されている(Otsu,Hansen,1961) 。 
  ♂について上柳(1957)は、一般的な外観や精液の流出状況などから、精巣の重量が 150g
以上のものは成熟していると判定し、これに基づいて♂の最小成体を 97㎝と推定している。

同じ基準によって、Otsu・Hansen(1961)は、南太平洋のビンナガの♂の最小成体を体長

90 ㎝とみとめている。 
  成熟に達する年齢については、須田(1958)が 6 歳とみとめ、既述のように、6 歳以上の

ものは産卵前期群として、12 月頃からいわゆる沖ノ鳥島漁場に集結し、2 月頃から、小笠

原、マリアナ列島以東の産卵海域に逸散すると述べている。 Otsu・Uchida(1961)は、同

様に6歳以上のものは冬季の日本の延縄漁場(北太平洋流域)から亜熱帯収斂線を突破して産

卵海域(北赤道流域)に逸散すると想定している。 
  以上の諸知見を総合すると、インド・太平洋のビンナガは、年齢にして 6 歳、♂と♀

では若干異るが、体長にして 90 ㎝内外で最初の成熟に達するものとみられる。 
 



―年齢と成長・寿命― 
 
  宇野(1936a,1936b)と相川・加藤(1938)は脊椎骨の輪紋を用いて北太平洋のビンナガの

年齢査定を行い、以下のような結果を示している。 
  宇野(1936a,b) 

年 1935 1936 
年齢 Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 

平均体長 72.38 79.15 89.55 69.04 81.56 89.70 
標準偏差 1.30 3.63 2.25 4.65 3.82 1.98 

 
  相川・加藤(1938) 
年齢 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
体長

(㎝) 
＜35 

35～
46 

46～
55 

55～
64 

64～
73 

73～
82 

82～
91 

91～
100 

＞100 

 
  Partlo(1955)も同じく脊椎骨の輪紋によって北太平洋のビンナガの年齢査定を行って

いるが(第 216 図参照)、脊椎骨の輪紋は不明瞭で読みとりがきわめてむずかしく、年齢査定

の型質としては適当なものではない。 Yoshida、Otsu(1963)は、この方法の妥当性を疑問

視している。 
  須田(1954,1955)は、北部太平洋で、南下期には延縄、北上期には活餌漁業で漁獲され

るビンナガの魚体組成を調べ、南下期には 6 個、北上期には 5 個のモード群を分離し、モ

ードの体長は年によって異るが、平均は下記の如くであると述べている。 

漁期 
モードの体長(㎝) 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 
南下期 56.5±1.56 67.0±2.02 75.5±2.05 89.2±1.33 100.3±1.21 112±0.89 

北上期 55.5 67.8±2.98 77.2±2.67 85.1±1.61 92.0±0.50 － 

 
  以上の結果を、相川・加藤および宇野の年齢査定と比較して、須田は； 
イ) 相川・加藤の各年齢間の体長の差は 9 ㎝であるが、上表のⅠ～Ⅵの各群間の差は約 11

㎝で、両者の間に約 2 ㎝の差がみられる。 
ロ) 宇野の場合とも、1～1.5 ㎝の差がみとめられる。 
と述べている。 
  以上三者の結果は、ビンナガの成長が直線的であることを示している。 
  Otsu(1960)は、標識放流実験の結果から導かれたこの魚の成長を第 43 表のように示し

ている。 
 



Table,43，Growth rates of albacore derived by fitting tag recovery data to growth curve  
by the menthods of Walford and Riffenburg 

Age 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Walford ― ― 26.3 44.8 62.7 75.1 84.8 92.3 98.2 102.7 
Riffenburgh 7.5 17.3 31.5 46.5 62.5 75.0 86.0 94.5 101.0 106.0 

 
  能勢他(1957)は鱗の輪紋からこの魚の成長と年齢を次のように示している。 

年齢 1 2 3 4 5 6 7 8 
尾叉長(㎝) 38 49 59 68 78 86 96 105 

 
  Clemens(1961),Bell(1962)は、それぞれの鱗の輪紋と標識放流実験結果から、この魚の

年齢別の尾叉長を下表のように示している。 
年齢 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 

Clemens 52 65 76 85 93 100 105 
Bell 57.3 65.7 77.4 83.7 87.8 ― ― 

 
  薮田・行縄(1963)は、鱗の輪紋を用いて年齢査定を行い； 
イ) 各輪紋形成時の体長(ℓ㎝)を、 

ℓ1 ℓ2 ℓ3 ℓ4 ℓ5 ℓ6 ℓ7 ℓ∞ 
27.6 44.0 58.3 70.5 81.0 90.1 97.6 146.46 
と計算し、 

ロ) 輪紋形成の時期は 8～12 月となる可能性が大きいが、5～6 月頃にも一部形成される可

能性がみとめられる、 
と述べている。 

イ）のℓ∞計算上の最大体長であるが、いままでに知られた最大形は 124 ㎝である。 
ロ）について、能勢他(1955)は、輪紋は初夏と冬季に形成されると想定し、能勢他(1957)

は、輪紋は年 1 回形成されるとしている。 輪紋形成が年 1 回であるか 2 回であるかにつ

いては決定的な見解はないが、年 1 回であるとすれば、上記のℓ1～ℓ7はそれぞれの年齢に達

したときの体長を示し、年 2 回であれば、ℓ1～ℓ7の中偶数のものがそれぞれ 1 歳、2 歳…と

なる。 
 

上述の諸知見の中、Otsu(1960)の場合は、標識放流実験の結果から逆算したもので、

低年齢については問題があろう。しかし、3 歳とされたものを 1 歳とおきかえると、第 216
図(薮田・行縄、1963)に示されたように、各研究者の見解はかなり近似したものとなる。 

 
第 216 図，研究結果の比較 



Fig，216，A comparison of the growth curues of albacore by many works 
 
 Otsu(1960)は 10 歳までを報告しているが、寿命についてはまだ正確な知見はない。 
 
―食性― 

矢部他（1958）はインド・太平洋域で漁獲されたマグロ・カジキ類の胃内容物中から

得た少年前期のビンナガの胃内容物について下表のように示している。 
体長（㎜）  胃内容物 

124  イカの顎 1 対、魚の幼生の一部 
170  イカの上顎 2、下顎 3、魚の幼生の一部 
170  イカの下顎 1 
234  イカの上顎 7、下顎 8、不明魚 1 

 
  北太平洋のビンナガの食性に関する知見は乏しいが、他のマグロ類に比し、若干プラ

ンクトン食の性格が著しいもののようである。 北太平洋の温帯域でとれたビンナガにつ

いて Iversen(1961,1962)は、摂餌は昼夜にわたって行われるが、夜間に刺網でとれたもの

の胃の内容物の量は、下表のように、昼間に他の漁法でとれたものの場合よりも少いこと

をみとめ、このことは、夜間には昼間よりも摂餌がうまくやれないことを示すものと思わ

れると述べている。 
漁法 胃の数 胃内容物の平均容量(cc) 
延縄 182 26.7 
刺網 87 9.8 
曳縄 79 15.1 

  胃の内容物に関する諸知見のあらましは以下の如くである。 
イ) 金村・矢崎(1940)は、南支那海で冬季にとれた少数のビンナガの胃の中から、カマス、

タチウオ、コチ、ギンカガミ、イワシ類などの魚類と、イカ、タコなどの軟体動物お

よび甲殻類の口脚目(Stomatopoda)が出現したと報告している。 
ロ) 薮田(1953)は、小笠原列島近海でとれたビンナガの胃 17 個を調べ、うち 3 個は空胃で

あったとし、餌料生物の出現率を以下のように示している。 

種類 
クロタチ

カマス 

クロボウズ

ギス 
ハコフグ 不明魚 クラゲ 甲殻類 頭足類 

％ 5.9 5.9 17.7 5.9 11.8 53.3 47.1 
 
ハ) Powell(1950)は、北東太平洋でとれたビンナガの食物の大部分がRockcodで占められ、

イカ、サンマ、小型 Blackcod および lanternfish が雑多な割合で混っていたと述べて

いる。 



ニ) Mchugh(1952)はカリフォルニアと Baja California 沖合で曳縄によって漁獲された

ビンナガの胃内容物を調べ、サンマが断然重要な食物であるとし、出現する食物の百

分率を次のように示している。 
種類 サンマ イカ 十脚類 オキアミ ｶﾀｸﾂｲﾜｼ 
％ 50 12 11 7 4 

 
  以上の諸知見を総合すると、胃内容物は海域や季節によって異ることが明かで、この

魚が特定な食物を選択的に捕食するものとは考えがたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C-2,南太平洋のビンナガ 
 
―産卵習性― 
 



  北太平洋のビンナガの場合に比較すると、南太平洋のビンナガの産卵に関する知見は

著しく乏しい。 
  既述のように； 
1) 上村・本間(1959)は、10°～30°S の範囲で漁獲されるビンナガの主体が、この魚の最

小成体とみられる尾叉長 90 ㎝よりも大きいものであることに着目し、これらを産卵群

と想定している。しかし、同じ著者らは、20°S 附近を境としてその南北では魚体組成

に差がみられ、モードの体長は北側すなわち低緯度側に大きいことをみとめている。 
2) Otsu・Hansen(1961)は、20°S の南北では性的活性に差がみられ、以北のものの方が

以南のものよりも性的活性が高いとし、産卵は赤道から 20°S 附近に至る海域で行わ

れ、産卵の盛期は南半球の夏季であろうと推定している。 
3) Kume・Schaefer(1966)は、130°W 以東の南太平洋におけるビンナガの分布域が、15°

～20°S と 25°～32°S の 2 帯に分離することをみとめ、15°～20°S の範囲に分布

するものは産卵群であろうと想定している。 
4) 古藤・久田(1967)は、南太平洋の分布密度が 20°S 附近で急低下することを示してい

る。この知見に基づいて、Nakamura(1969)は、20°S 附近の南太平洋に海洋の不連続

構造の所在を想定し、20°S の南北に魚群が生態的に異ったものである可能性を示唆し

ている。 
5) 山中(1956)は； 

イ) 南半球の夏季には、10°S 附近の海洋に収斂性の不連続構造がみられること。 
ロ) 冬季にはこれが消滅し、代って 2°～3°S 附近に弱い不連続構造がみられること。 
ハ) 冬季にはビンナガの分布域が 2°～3°S 附近まで拡大されるが、10°S 以北におけ

る分布密度は、以南に比して著しく小さいこと。 
などを報告している。 

以上の諸知見を総合すると、南太平洋のビンナガの産卵域は、赤道付近から 20°S に

及ぶが、主産卵域は 10°～20°S の範囲とみて大きな誤りはなさそうに思われる。 
  上柳(1969)は、この魚の仔・稚がインド・太平洋を通じて赤道海域に出現せず、出現域

の表層水温の下限が 24℃であることなど、主として仔・稚魚の出現状況から、南・北太平

洋とインド洋のビンナガと産卵域と産卵期について以下のように記述している。 
イ) 北太平洋のビンナガの産卵域は、北半球の夏季には 10°～30°N の範囲で、冬季には

10°～20°N の範囲である。産卵盛期は夏季であるが、20°N 以南の海域では周年産

卵する。主産卵域の西端は 130°E で、東端は夏季にはハワイ近海、冬季には 170°W
附近と想定される 

ロ) 南太平洋のビンナガの産卵盛期は南半球の夏季である。この季節における産卵域は、

西はオーストラリア沿岸から東は 105°W に至る 8°～25°S の範囲である。冬季には

それが 8°～18°S,東端は 130°W 附近に縮小する。 
ハ) インド洋についてみると、産卵は周年行われるが、主産卵期は南太平洋の場合と同様



に南半球の夏季である。産卵域の北限は 10°S であるが、南限は海洋構造の季節変化

に伴って南北に移動する。 
ニ) これら三大洋におけるビンナガの産卵域は、第 217 図に示す如くであるが、いわゆる

亜熱帯還流の流域で、250m 層までの水温傾斜が小さく、250ｍ層の水温が 15℃以上の

海域である。 
ホ) 仔・稚の出現状況からみて、産卵は 50～60m 以浅で行われるものと想定される。 
 
第 217 図，ビンナガの産卵域想定図 
Fig，217，Presumed spawning areas of albacore 
 
 
  斉藤 9はフィージー島近海でタテ延縄によってビンナガの垂直分布を調べ、分布の下限

は 310mであるが、16℃以下の海域では漁獲されぬと述べている。 斉藤 10は、同じ海域で、

水深 150mから 400mの間に 6 本の枝縄をつけたタテ延縄を用い； 
イ) ビンナガは各枝で漁獲されたこと。 
ロ) 150m 層の水温は約 21℃、400m 層の水温は約 13℃であったこと。 
ハ) 深さの異るところでとられたものの大きさや性的熟度には差異がみられぬこと。 
などを報告している。これらの知見は、産卵親魚は少なくとも 400m 以浅の海域に広く分

布しているが、実際に産卵が行われるのは数十メートル以浅の表層であることを示唆する。 
 
―卵の形状― 
 
  南太平洋のビンナガの熟卵はまだ観察されていない。 
 
―仔魚と稚魚― 
 
  上柳(1969)は、南太平洋のビンナガの仔・稚の分布について、 
イ) 北限は 8°S、南限は南半球の夏季には 25°S 附近、冬季には 18°S 附近であり、 
ロ) 西限はオーストラリア近海、東限は夏季には 105°W 附近、冬季には 120°W 附近と

推定される。 
ハ) 垂直方向の出現状況は第 218 図の如く、ごく表層では夜間の方が昼間より採集量が多

い。しかし、昼夜による採集量の差異は、カツオの場合ほどには著しくない。 
第 218 図，マグロ類４種の仔・稚の垂直分布の比較 
Fig，218，Comparison of the vertical distribution of four species of tuna larvae 

                                                   
9 斉藤昭二、マグロ漁業研究協議会 1968 年 2 月講演 
10 斉藤昭二、マグロ漁業研究協議会 1970 年 2 月講演 



    S ········· 表層(0～2m) 
    Sb ······· 下層(20～30m) 
    D ········· 採集のあった曳網回数(昼間) 
    N ········· 採集のあった曳網回数(夜間) 
 
ニ) 表層と下層とを比較すると、下層に採集量が多い。 
ホ) 層別に魚体組織を比較すると第 219 図の如く、昼間表層で採集されるものの体長は、

夜間表層で、昼夜を通して下層で採集されるものよりも小型のものが多く、両者のモ

ードの体長には約 1.5 ㎜の差がみられる。 第 219 図は、南太平洋とインド洋のもの

を合せたものである。 
 
第 219 図，深度別、昼夜別のビンナガが仔魚の魚体組成(  )内は測定尾数 
Fig，219，Length-freguency distribution of albacore larvae separated by time and depth 

of larva net tows(number of larvae measured is shown in parentheses 
 
―少年前期― 
 
  南太平洋のビンナガの少年前期については、まだいうべきほどの知見はない。さきに、

南太平洋のビンナガの場合には、北太平洋の北米沿岸に形成される漁場に匹敵するような

青少年期群の濃密分布域はまだ知られていないと述べたが、最近 7 ㎏内外の体重群が、南

半球の夏季には、ニュージーラントﾞ近海にかなり濃密に分布することが明かにされつつあ

る。このことは、南北太平洋のビンナガがそれぞれ独立の Population に属するとの想定の

妥当性を強く支持する証左といえよう。 
 
―最小成体― 
 
  Otsu・Hansen(1961)は、南太平洋のビンナガには尾叉長 86 ㎝ですでに成熟したもの

がみられると述べている。 北太平洋のビンナガの最小成体に関する記録は、約 90 ㎝(上柳、

1955)、87 ㎝(上柳、1959)、89.1 ㎝(Otsu・Uchida,1959a)などとなっている。このことは、

南太平洋のものの最小成体が北太平洋のもののそれより幾分小さい可能性を示唆する。 

しかし、かような差異が本質的なものか、資料の不足に基づくものかは明かでない。 
 
―年齢と成長・寿命― 
 

南太平洋のビンナガの年齢と成長および寿命に関する知見は不充分であるが、おそら

く北太平洋のものの場合と大差ないものと思われる。 



 
―食 性― 
 
  南太平洋のビンナガの食性についてはまだいうべきほどの知見はない。南太平洋の赤

道海域でとれたものの胃の内容物を調べ、魚類では、ミズウオ、クロタチカマス、ハコフ

グ、ギンカガミなどの類が 10％以上の胃から出現した他、イカは 50％、甲殻類(十脚類)は
15％、タコ類は 10％の胃から発見された、と述べている。 
 
 
C-3，インド洋のビンナガ 
―産卵習性― 
  既述のように、上柳(1955)は、1953 年 2 月にスンダ列島南方(12°S、100～110°E) か
ら成熟のすすんだ卵巣を得、この方面で産卵する可能性を指摘し、卵巣中には成熟のすす

んだ卵団(Ⅰ)とこれよりも著しく卵径の小さい卵団(Ⅱ)とがみられ、産出が近いと思われる

卵団(Ⅰ)に属する卵の数は 180～190 万であると述べ 
  上柳(1969)は、仔・稚の分布域について、南半球の冬季には資料が乏しく明かでないが

夏季には； 
イ) 北限は、10°S 附近で、南限は東方では 21°S、西方では 26°S 附近であり 
ロ) 東限は 120°E 附近、西限はマダガスカル近海と推定される。 マダガスタル海峡では

仔・稚はまだ採集されていないが、調査が不充分で、いまのところ分布の有無につい

ては断定できぬ。 
と述べ、かような知見に基づいて、インド洋におけるビンナガの産卵は亜熱帯環流域で行

われるものと想定している(第 217 図参照)。 
  インド洋におけるビンナガの季節移動は既に述べた如くであるが(古藤、1969)、かよう

な移動と主産卵域の季節移動との関係については、まだ全く知見がない。 
 
―卵の形状― 
 
  上柳(1955)以外には、まだなにも知られていない。 
 
 
―仔魚と稚魚― 
 
  インド洋のビンナガの仔・稚の出現状況に関する知見は、いまのところ前述の上柳

(1969)に限られている。 
 



―少年前期― 
 
  矢部他(1958)がフウライカジキの胃内容物から脊椎骨の全長 258 ㎜のものを発見して

いる以外には、インド洋のビンナガの少年前期に関する知見はない。このフウライカジキ

の漁獲されたところは、上柳(1969)の想定した産卵海域の南限に近い 25°13′S、99°43′
E と報告されている。青少年期群が高緯度海域に分布することは既述の如くである。 
 
―最小成体― 
 
  インド洋のビンナガの最小成体に関する知見はないが、南北太平洋のものと同様なも

のと思われる。 
 
―年齢と成長・寿命― 
 
  これらについても具体的な知見はない。 
 
―食性― 
 
  食性についてもいうべきほどの知見はない。 
 
 
 
 
 
C-3，大西洋のビンナガ 
 
  Postel( 1963)は、大西洋のビンナガの産卵に関する既住の知見をあらまし以下のよう

に要約している。 
 
a） 北大西洋 
 
  Le Gall( 1949)は、7 月に放卵後とみられる卵巣をもった個体を観察し、北大西洋での

産卵期は晩春であろうと推定している。 
 
ｂ）南大西洋 
 



  Talbot et Penrith(1962)は、南アフリカ近海から大型魚が逸散するのを産卵海域への回

游と想定し、この想定に基づいて、南大西洋での産卵期は夏季であろうと推定している。 
   
ｃ）熱帯大西洋 
 
  5～6 月に象牙海岸沖でとれた体長 1ｍ以上の 4 個体の生殖腺の観察結果から、Marchal
はこれらが産卵とは無関係なものと述べている。 
 
ｄ）地中海 
 
  Sanzo(1910,1925)、Sella( 1924)らは、メツシナ海峡方面で成熟魚と稚魚を採集し、こ

の方面で産卵することを示している。 この他、Matapan 岬方面にも第二の産卵場がある

ものと推定されているがまだ実証されていない。 Balloc(1954)は、メツシナ海峡方面での

産卵期を 7～9 月と想定している。 
中村・上村(1958)は、ブラジル沖合で、1957 年 2 月から 4 月に漁獲されたビンナガの

生殖腺を観察し； 
イ) 10°S 以北と以南とでは熟度に若干の相違があり、以北のものは以南のものに比して熟

度が低い。 
ロ) 以南のものはすべて初熟または中熟程度のもので未熟は全く出現しない。 
ハ) 最小成体は尾叉長 90 ㎝内外と推定される。 
ニ) ビンナガの大型群は南北大西洋の亜熱帯海域に広く分布し、産卵場を形成するものと

推定される。 
ホ) かような状態は、南北太平洋の場合に一致する 
と述べている。 
  同じ著者らは、1957 年 5～6 月に、ドミニカ共和国沿岸で得られた資料から、 
イ) 漁獲物の体長範囲は 85～110 ㎝でビンナガとしては大型であるが、ブラジル沖合のも

のに比してやや小さい。しかし、産卵に関与するものと推定される。 
ロ) この方面に分布するものは、南大西洋に分布する産卵群とは、赤道を距てて分離した

群と考えている。 
ことなどを述べている。 
  須田(1960)は、1959 年 11～12 月に、カリブ海と北西大西洋で延縄で漁獲されたもの

の生殖腺を調べ、第 44 表のように、この季節にはこの方面のビンナガの性的活性が低いこ

とを示している。 
 
第 44 表，ビンナガの生殖腺の熟度 
Table44，Grade of matnlity of albacore 



 ♂ ♀ 
海域 Ⅰ(尾) Ⅱ(尾) Ⅲ(尾) Ⅳ(尾) Ⅰ(尾) Ⅱ(尾) Ⅲ(尾) Ⅳ(尾) 
ｶﾘﾌﾞ海 7 0 0 7 10 0 0 7 
北赤道

流域 
9 0 0 3 6 0 0 1 

湾流域 9 0 0 0 15 0 0 0 
  注、Ⅰ…未熟または休止期 
    Ⅱ…成熟過程にあるもの 
    Ⅲ…成熟 
    Ⅳ…抱卵及び放精後 
 
 以上のように、大西洋のビンナガの産卵に関する知見の歴史は古いが、断片的なもので、

太平洋やインド洋の場合のような全般的な知見に欫けている。しかし、南・北大西洋での

主産卵期が晩春から夏に至る期間と推定されている点は、インド・太平洋域の実態と合致

するものである。大西洋の特殊性を反映したものとなることは当然想定されるが、産卵期、

産卵海域などは、太平洋の場合に対応するものと思われる。熱帯大西洋のものの性的活性

が低いとの知見は、資料による誤りか、魚群の特性を示すものか明かでない。 
 
―卵の形状― 
 
  Sanzo(1933)は、メツシナ海峡でプランクトン・ネットで採集した Orcynus germo 
Lutken〔＝Thunnus alalunga(Bonnaterre)〕の卵について； 
イ) 卵は球状で、直径は 0.84～0.94 ㎜であり、 
ロ) 常に油球を 1 つもつ浮遊卵で、油球の直径は 0.23～0.26 ㎜で、 
ハ) 卵は全体としてきわめて透明である。 
と記述している。 しかし、Sanzoが記述した卵が、ビンナガのものか、同時に産卵する他

のマグロ類のものかについては確証はない(Matsumoto11). 
 
―仔魚と稚魚― 
 
  メツシナ海峡で採集された卵を実験室内で孵化せしめ、7 日間飼育した結果に基づいて、

Sanzo(1933)は、孵化後 2 日で 15 ㎜となり、7 日目には 40 ㎜に成長したと述べている。 
しかし、この卵がビンナガの卵であったかは否かには、上述のような疑問がある。 

                                                   
11 Matsumoto to,W.M., Identification of four species of tuna from the Indo-Pacific 
Region 1. Paper presented to the Pacific Tuna Biology Conference,Honolulu, 
Hawaii,1961. 



Sella( 1924)は、２ヶ月後には 100 ㎜になると述べている。 
 
―少年前期― 
 
  大西洋のビンナガの少年前期については、上述の Sella 知見以外にはなにも知られてい

ない。 
 
―最小成体― 
 
  Le Gall(1949)は既住の知見を総合し、北大西洋のビンナガは体長 72 ㎝未満ではすべて

未成魚であり、75 ㎝以上のものは少なくとも１回は産卵した成魚である。したがって、北

大西洋のビンナガは生後第 5 年目(４歳)で成熟する、と述べている。Talbot et Penrith(1962)
は南アフリカ沿岸産について、尾叉長 85㎝を超えるものはすべて成魚である、としている。 
  Talbot et Penrith(1962)の見解はおおむねインド・太平洋で得られた知見(上柳，1955；
Otsu・Uchida，1959)に一致する。北大西洋のものは南大西洋のものに比して著しく小さ

いが、かような差異について Postel(1963)は、南・北大西洋のビンナガがそれぞれ独立の

Population であることによるものか、研究者の誤りによるものかいまのところ明かでない、 
と述べている。 おそらく後者の場合であろう。 
 
―年齢・成長と寿命― 
 
  LeGall(1949,1950)は Petersen の方法により、Figueras(1957)は脊椎骨の輪紋で北大

西洋産のビンナガの年齢査定を行っている。また、Talbot・Penrith(1962)は南大西洋産に

ついて年齢と成長を調べている。それらを一括して Postel(1963)は次表のように示している。 
 体長(㎝) 

年齢 
Le Gall Figueras Talbot,Penrith 

1949 1950 1957 1962 
0-1 25  18  
1-2 25-46  18-32  
2-3 46-60(モード 53-54) 50-62(モード 56) 32-45 65 
3-4 60-74(モード 68) 60-77(モード 68) 54-57 65-75 
4-5 74-88(モード 78) 73-92(モード 81-82) 57-70 75-83 
5-6  93 70-82 83-90 
6-7   82-93 90-98 
7-8    98-103 

 



―食 性― 
 
  中・南・北大西洋と地中海産のものの胃内容物が断片的に調べられている。それらは

Postel(1963)は、Talbot・Penrith(1963)によって要約されている。胃内容物は、魚類、甲

殻類、軟体動物などきわめて多岐にわたり、太平洋のビンナガの場合と同様に、特定の餌

料生物を選択的に捕食しているとは考え難い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.メバチ 
 
D-1、太平洋のメバチ 
 ―産卵習性― 
  低緯度海域でとれるメバチが、一般的に大型で成熟がすすんでいることから、太平洋

のメバチは赤道海域で産卵する可能性が強いと考えられていた。  
  Shimada(1951)は西部赤道太平洋でとれたメバチの生殖腺を調べ、直径 1.06～1.22 ㎜

の卵巣卵がみられることから、メバチはカロリン群島南方で産卵するものと推定し、産卵

は広い海域で長期にわたって行われるものと想定している。 
  木川(1953)は、1950 年 8 月にカロリン群島近海で行われたマグロ延縄漁場調査と 1951
年 6～8月にマーシャル群島南方で行われた同じ調査から得られた知見をあらまし以下のよ



うに述べている。 
イ) カロリン群島近海の漁獲物には生殖腺のよく発達した個体がみられた。 
ロ) ヤルート島近海でとれた成熟魚を用いて人工授精を試み、Embryo の発育過程を観察し

たが孵化には成功しなかった。 
ハ) 成熟段階別の魚体組成をみると、♀では成熟の最もすすんだもの(ripening 群)は、尾叉

長 116～140 ㎝級のものが主で、なかでも 125～130 ㎝の体長級群が優勢である。 ♂

では 141～150 ㎝の体長級群が主となっていた。 
ニ) 最小成体は 90～100 ㎝であろうと想定される。 

Yuen(1955)は、ハワイ近海で漁獲物について魚体別の抱卵数を調べている(第 220 図)。 
 

第 220 図，メバチの抱卵数 
Fig，220，Fecundity of Big-eye tuna 
 
  図は、メバチの抱卵数には個体差が著しいこと、大型の個体ほど抱卵数が大きくなる

傾向があり、抱卵数はおよそ 200～700 万粒に達することを示している。 
  同じ著者は、吸収過程にある残存卵と発達中の卵が同一卵巣にみられることから、産

卵が比較的短期間にひきつづいて 2 回行われる可能性を想定している。 
  木川(1957)は既述のように、西部太平洋におけるこの魚の生殖腺指数群の海域別魚群量

を比較し、生殖腺の最も発達した指数Ⅲの群は赤道反流域を中心に集積し、Ⅱ群は北赤道

流域に卓越し、性的活性の最も低いⅠ群は主として北太平洋流域に分布することを示して

いる。(第 68 図参照) 
  木川(1961)、Kikawa(1962)は、赤道太平洋域のメバチについて、生殖腺指数、魚体組

成、群成熟度 12などの資料を用いて産卵活動を比較し； 
イ) 産卵は主として 10°N～10°S、120°E～100°W の赤道太平洋のほぼ全域にわたっ

て行われる。 
ロ) 西部太平洋での尾叉長 100 ㎝以上の魚群の群成熟度は、周年 40％以下で、季節変化は

不顕著である。しかし、中部から東部に移行するにつれて、群成熟度は次第に高くな

り、同時に季節変化が著しくなる。ことに、東部太平洋での群成熟度は主産卵期には

80～90％に達する。 
ハ) 赤道以北の海域での主産卵期は、4～9 月と推定される。しかし、赤道以南の東部太平

洋での主産卵期は 1～6 月とみられる。 
ニ) 群成熟度の季節変化と海域差の傾向には体長群間の差異はみられない。尾叉長 100 ㎝

未満のものの群成熟度は、東西の海域に共通して、多くの場合 0％であり、これらが産

卵に関与する可能性はみとめられない。尾叉長 100 ㎝以上の同一体長群についてみる

と、群成熟度は、西部に低く、東部に著しく高くなっている。 
                                                   
12 調査尾数中の成熟魚の百分率 



ホ) 東部太平洋の赤道以南の漁場では、体長組成の季節変化は、産卵期の末期にこの海域

から産卵群が逸散し、外部から別な魚群が添加されることを示唆する。かような交替

の行われる季節は 7～9 月と推定される。 
ヘ) 群成熟度の季節変化は、西部では比較的暖漫で、東部では激しい。 
ト) 産卵群の総量は、東方に移行するにつれて飛躍的に増加する。このことは； 

i. 西部では産卵群と添加群に入れ替わりが周年にわたって暖漫に行われ、東部では

季節的に集中して行われること。 
ii. 産卵群が東方海域に集積されること、 
などを示唆するものと考えられている。 

と述べ、群成熟度の季節変化の海域差と、各海域の群成熟度の周年の累計とを第 221 図の

ように示している。 
 
第 221 図，赤道海域における群成熟度で示された産卵群の量 
Fig，221，The abundance of spawning groups occurring in the eguatorial Pacific areas,as 

shown by the group maturity 
 左、各四半期の魚群量 
 右、周年の累計 
 W,E.、西部太平洋(0°～12°N；130°～170°E) 
 C,E.、中部太平洋(0°～12°N；170°E～150°W) 
 E,E(N).、東部太平洋(北)(0°～8°N；150°～110°W)  
 E,E(S).、東部太平洋(南)(0°～10°S;150°～110°W) 
 α、10～12 月の資料のみ 
 β、1～3 月の資料のみ 
 
  木川(1966)は生殖線指数を 4 段階に区分し、成熟度の分布、成熟期の卵巣重量、成熟内

卵数、体長級群別の群成熟度、体長級群別の性比、魚群量指数などを用い第 222 図に示す

海域別の産卵可能量を推定している。 そのあらましは以下の如くである。 
 
第 222 図，海域の区分 
Fig，222，Division of the region 
 

1） 成熟魚の分布 
 

イ) Running ripe の卵巣をもったメバチとキハダの漁獲された地点は第 223 図の如く、

出現の範囲はほぼ 11°N~6°S の範囲にあり、漁獲地点は 140°W 以東に集中する傾

向がある。 



 
第 223 図，Running ripe の卵巣をもったものの漁獲地点 
Fig，223，Localities of capture of bigeye tuna and yellowfin tuna with running ripe 

ovaries 
 
ロ) 生殖腺指数の大きいものが出現する海域は、150°W 以西でほぼ 0°～13°N の範囲に、

以東ではほぼ 8°N～12°S の間にみられる。これらの範囲は第 223 図に示された

running ripe 魚の漁獲地点に比して、東西にも南北にも拡大されているが、これらの

範囲はこれらの方面におけるメバチの主分布域におおむね一致するから、主分布域に

全域で産卵する可能性が考えられる。 
 
ハ) 生殖腺指数の大きなものの出現する海域は、時期によって拡大・縮小する。 最も拡

大する 3～7 月には、その範囲は主分布域の全体をカバーするが、最も縮小する 1 月に

は、中部太平洋以東の南緯側をカバーするに止まる。かような変化は、主分布域にお

ける産卵活動の季節的消長を示すものであろう。 
 
ニ) 成熟群の月別出現状況と表面水温の間には、以下のような際立った関係がみられる。 

二)-1，太平洋の低緯度海域のうち、140°W 附近以東では舌状の冷水帯がみられる。 

この冷水帯は南東貿易風の消長に伴う湧昇に密接に関連し、4～5 月には東方に衰退し、

8～11 月には西方に向って張出す(Austin,1958)。この冷水帯はマグロ類の集中を妨げ

るものと考えられている(中村・山中、1959；薮田・行縄、1959；上村・本間、1963；
久米、1963)。 
二)-2，100°～120°W;0°～12°S の海域内のメバチの生殖腺指数についてみると、1
～7 月には成熟群が分布するが、8～11 月には(12 月の資料を欠く)成熟群は全く消失す

る。 
二)-3，かような成熟群の消失は、舌状冷水帯が赤道附近への魚群の集中を妨げるだけ

でなく、その盛衰に関連する南緯側の海域一帯にわたる水温の季節変化もまた魚群の

産卵活動の消長に影響をおよぼしているものと推定される。 
二)-4，冷水帯の北縁から北側にかけて 1～8 月にメバチの分布密度が増大することが知

られているが(久米、1963)、この時期にこの方面に出現するメバチは性的活性の低い産

卵休止期のものである。 
二)-5，7°N～29°S の東部太平洋から得られた若干のメバチの卵巣は、すべて休止期

にある。これらの知見に基づけば、東部太平洋のメバチの産卵は、水温の低下に先立

って実質的に終了しているものと考えられる。 
 

  2) 産卵可能量 



   
2)-1，評価方法 
 
産卵可能量指数ｋは次式による。 
     K=apsD 
     A＝ 
     D= 
      

N ： 全調査尾数 
ni ： i番目体長級 13群の尾数 
ai ： i 番目体長級群の体長中点値の平均卵巣量 
Pi ： i 番目体長級の群成熟度 
Si ： i 番目体長級群の性比 
A ： 第 215 図の各海区内の単位海区数 14 
ri ： i 番目海区の平均釣獲数 
d ： 各海区内に含まれる経緯度各 1°区画の数(特定海域中の数を 1とし

た場合で示す)。 
 
2)-2，成熟卵巣重量と尾叉長との関係は第 224 図の如くである。 
 
第 224 図，成熟卵巣重量と尾叉長 
Fig，224，Relation between the fork length and weight of ripe ovary 
      ○：計算重量 15 
      ●：実測平均値 
図のように、尾叉長 160 ㎝以上のものでは、卵巣重量は尾叉長の割には大きくなって

いない。体長級別の成熟期の卵巣重量と成熟内卵数を表示すれば下表の如くである。 
 

第 45 表，体長級別の成熟期の卵巣重量計算値と最も発達した卵団の卵数 
Table45，Calculated values of ovary weight at ripe stage,and the number of ova in most 

advanced mode ,to the body length 
 

体長(㎝) 卵巣重量(㎏) 卵数(百万) 

                                                   
13 体長級は 20 ㎝間隔 
14 単位海区は緯度 4°、経度 10°の区画 
15 尾叉長 160 ㎝以下：Y＝(9.596×10-5)X3.436 尾叉長 161 ㎝以上：Y=2760+5.318X 
Y…卵巣重量(g)  X…尾叉長(㎝) 



70 0.21 0.78 
90 0.50 1.56 
110 0.99 2.73 
130 1.76 4.37 
150 2.88 6.50 
170 3.66 9.21 
190 3.77 12.59 

 
  海域別の卵巣重量と卵巣卵数を 2 ヶ月毎に示せば第 225 図の如く、北緯海域(第 222 図

B1~B4) でも南緯海域(第 222 図 C2~C4) でも、西方から東方に向って漸増する。 
 
第 225 図，尾叉長と成熟卵巣重量 
Fig，225，Relation between the fork length and the weight of ripe ovaries 
     横線は平均重量 A,メバチ B，キハダ 
 

2)-3，各体長群の群成熟度の標準値 
 

  体長級別の群成熟度をみると、80 ㎝未満のものには成熟魚は出現しない。 80～100 
㎝群での群成熟度はときとしては 23％に達する。140～160 ㎝群と 160～180 ㎝群では最高

90％となるが 100％になることはない。ならない理由は； 
イ) 個体によって成熟期にズレがあること 
ロ) 経産卵群が含まれること 
などにあるものと考えられる。 

海域別の群成熟度の季節変化は第 226 図の如く； 
ⅰ) 群成熟度の季節変化には体長級による差異はみられない。 
ⅱ) 大型群の群成熟度は、周年比較的高く、小型群のように季節によって低下しないこと

などがみとめられる。これらのことは、産卵盛期には体長群間に差異がないことを示す。 

しかし、成熟魚の規定に生殖腺指数を用いたことが、大型群ほど群成熟度が高くなる傾向

を示す可能性を考慮する必要があろう。 
 
第 226 図，2 ヶ月毎の卵巣重量(a)と卵巣卵数(a’)の標準値 
Fig，226，Standard value of the weight of ovaries(a) and of the number of ovarian ova(a’) 

of bigeye tuna by two-month periods 
1…Dec～Jan  2…Feb～Mar  3…Apr～May 

  4…Jun～Jul  5…Aug～Sep  6…Oct～Nov 
   A,メバチ   B,キハダ 



  同一体長群間の年間の群成熟度の最高値を海域間で比較すると第 227 図の如く、最高

値は海域によって異る。 121 ㎝以上の魚群についてみると、北緯側の B1海域では約 50％
であるが B4海域では約 90％となり、東部太平洋で著しく大きい値を示している。赤道以南

についてみると、C2と D2では 20％に足りないが、C3と C4では 70～90％に達する。100
～120 ㎝の小型群についてみると、北緯側では 121 ㎝以上のものの場合とは逆に西部太平

洋で高い値を示している。 
  群成熟度(p)の海域別の季節変化は第 227 図の如く、B1海域を除くと、各海域とも 4～
5 月を中心とした季節に最も高い値となっている。しかし、B1海域では 6～7 月に高くなっ

ている。群成熟度の季節変化には年による変化はみられない。 
 
第 227 図，メバチの体長級別群成熟度の季節変化 
Fig，227，Seasonal change of the rate of group maturity of bigeye tuna by length classes 
 
  2)-4，性 比 
 
  性比 16は一般に大型群に小さいが、体長級群と性比の関係は海域によって異る。この

関係を性比の標準値で示すと第 228 図となり、121 ㎝以上の各体長群の性比は概して東部

太平洋に大きい。 
 
第 228 図，メバチの体長級別性比(年平均) 
Fig，228，Sex ratio in each length class of bigeye tuna (Annual mean) 
 
  各海域での季節別の性比の標準値(ｓ)を図示すれば第 229 図となる。図のように、時期別

の標準値は各海域を通じて 25～50％の間にあり、年間の差異は群成熟度のように著しいも

のとはならない。 
 
第 229 図，メバチの時期別性比標準値 
Fig，229，Standard values of the sex ratio(s) of bigeye tuna by six two month periods 

1…Dec～Jan  2…Feb～Mar  3…Apr～May 
  4…Jun～Jul  5…Aug～Sep  6…Oct～Nov 

  2)-5， 釣獲率と魚群量指数(D) 
 
  1960 年 12 月から 1961 年 11 月までの年間平均釣獲率を経度 10°、緯度 4°で囲まれ

た海区別に示すと第 230 図の如くであり、魚群量指数 17で示すと第 231 図の如くである。 

                                                   
16 全数に対する♀の割合 
17 釣獲率×経、緯度 1°の区画数 



 
第 230 図，経度 10°、緯度 4°の区画内のメバチとキハダの釣獲率 
Fig，230，Hook-rates of bigeye tuna and yellowfin tuna in the area 4°latitude and 10°

longitude 
  経度 10°は釣獲率 5％に相当する。 
 10 degrees of longitude corresponds to 5% of hook-rate 
 
第 231 図，2 ヶ月毎の魚群量指数 
Fig，231，Indices of abundance by six two month periods 

     1…Dec～Jan  2…Feb～Mar  3…Apr～May 
       4…Jun～Jul  5…Aug～Sep  6…Oct～Nov 
              A,メバチ   B,キハダ 
 第 230、231 図のように、魚群量指数すなわち分布密度は東高西低で、殊に B4と C4の海

域(140°W 以東)に高い値となっている。 
 
2～6、海域別産卵可能量 
 
  上述の成熟期の卵巣重量、群成熟度、性比、魚群量指数などを総合して産卵可能量指

数 K を求めると、海域別の K は第 232 図の如くである。 
 
第 232 図，メバチの 2 ヶ月毎の産卵可能量指数(K) 
Fig，232，Indices K of bigeye tuna by six two-month periods 

     1…Dec～Jan  2…Feb～Mar  3…Apr～May 
       4…Jun～Jul  5…Aug～Sep  6…Oct～Nov 
  図から海域 B1、C2、D2 における K の値は非常に小さく、他海域の産卵量に比してこれ

らの海域のそれは無視し得るほどのものであることが明かである。 K の値は明かに東高

西低で、ことに、B4と C4に大きいが、かような傾向がみられる主な原因は魚群量指数の海

域差にある。 
  季節別の産卵可能量指数 K を 140°～100°W、180°～140°W、120°～180°E の

海域について示すと第 233 図となる。 
 
第 233 図，海域別、2 ヶ月毎のメバチの産卵量指数 K 
Fig，233，Indices K of bigeye tuna by six teo-month period ,as totaled by western, central 

and eastern Pacific 
 
  上述の諸知見は以下のように要約される。 



イ) 太平洋におけるメバチの主産卵域は赤道海域であるが、180°以西の西部太平洋におけ

る年間の産卵可能量は、中・東部太平洋のそれに比して無視し得るほどに小さい。 
ロ) 140°～100°Wの東部太平洋における産卵可能量は著しく大きく、1960～1961 の 1

年間の魚群の分布状態 18によれば、太平洋全域の産卵可能量の約 70％に達する。 
ハ) 産卵可能量にみられる東西方向の著しい差異は、大型魚群の分布密度、群成熟度など

が東部太平洋に高いことによる。 
ニ) 季節による産卵可能量の変動は東部太平洋に最も著しい。この方面で産卵可能量が最

高となる時期は、赤道以北では 4～5 月、以南では 2～3 月である。最低となる時期は、

北緯側では一般に 10～1 月、南緯側では 8～11 月である。 
ホ) 全産卵海域における全産卵可能量には、4～5 月を頂点とする 2～7 月の期間に大きく、

10～11 月を谷とする 8～1 月に小さい。かような産卵可能量の季節変動は、中・東部

太平洋の状態を反映したものである。 
ヘ) 各海域における時期による産卵可能量の変動は、一般に群成熟度の季節変動を反映し

たものである。東部太平洋の南緯側では、表層水温の季節変化にしたがって変化する

ものとみとめられるので、メバチの産卵期の考察には、この方面における水温変化の

影響が無視できぬものと思われる。 
 
  太平洋のメバチの産卵に関する知見の概要は以上の如くである。この他に資料として

は充分なものではないが、焼津のある漁業者が、東部赤道太平洋でこの魚の人工孵化を試

みた記録 19もある。 
  赤道海域が太平洋のメバチの主な産卵場であろうとは従来想定されていたところであ

ろうが、以上の諸知見はこの想定の妥当性を立証したものといえよう。木川(1966)はさらに、

この魚の主産卵域が東部赤道太平洋に偏していること、東部赤道太平洋の南緯側では、海

況の季節変化に伴って産卵活動に著しい変化がみられることを示している。これらの諸知

見は“マグロ類の産卵習性にみられる法則性として”この章の総論に揚げた作業仮説の妥

当性をよく裏づけるものといえよう。 
  木川(1966)は、赤道太平洋の南緯側にみられる産卵活動の季節変化の原因として温度を

重視し、湧昇の発達する季節には産卵が終了していると述べている。しかし、湧昇域に出

現する魚群が性的活性の低いものであり、魚体組成が産卵群と異るとの知見(久米・塩浜、

1965；木川、1969）は湧昇の発達しない季節に産卵活動を行っていた魚群が、産卵を終了

してそのままこの方面に滯留するものではなく、湧昇が発達しはじめると魚群の入替りが

行われる可能性を○く示唆する。したがって、湧昇の発達する季節の東部赤道太平洋の南

緯側における産卵活動の停止は、この方面の海域における温度を含めた環境条件が、湧昇

                                                   
18 1961 年以降東部太平洋におけるメバチの魚群量は著しく低下している。

(Suda,Schaefer,1965)ことに注意を要する。 
19 組合だより、焼津漁業協同組合 No73,1959 



の発達する季節には産卵の行われる季節とは一変し、産卵に不適なものとなるため、産卵

群は他の海域に移動することによる、とみるのが妥当であろう。 
 
―卵の形状― 
 
  木川(1953)は、人工授精に用いた成熟卵巣卵について、卵は完全な球形で、直径は 1
㎜内外であり、ほとんど無色透明で、卵膜には色彩はなく、また何等の構造もみられない。 

油球は 1 個で、その直径は卵径のほぼ 1/5 である、と述べている。 
  Yuen(1955)は卵巣卵について； 
イ) 大量の未発達の卵のうちから小数のものが発育する。 
ロ) １対の卵巣中に含まれる未熟卵の数は１億に達する。 
ハ) 卵巣内で卵の直径が 0.7 ㎜ほどになると油球が出現しはじめる。 
ニ) 完熟卵の卵径のモードは 0.88～1.10 ㎜である。 
と述べている。 
  Mais.Jow( 1960)は東部熱帯太平洋での延縄漁獲物から得られた卵巣中の残留成熟卵

を観察し、卵は膨大し、半透明で、直径は 1.00～1.38 ㎜であったと述べている。 
 
―仔魚と稚魚― 
 
  Yabe・Ueyanagi(1962)は既述のように、西部赤道太平洋に出現するキハダ以外のマグ

ロ類の仔稚に A-type と B-Type をみとめ、そのいずれかがメバチであろうとし、

Matsumoto(1962)はメバチの仔・稚の同定法を示している。 
  Matsumoto(1966)は、メバチとマグロの仔・稚およびビンナガの幼魚の採捕地点とビ

ンナガの産卵域と推定される海域を第 234 図のように示し、メバチの仔・稚は槪して陸地

に近接した海域に多く出現すること、東部熱帯太平洋にこの魚の仔・稚の出現が少いのは、

この方面ではあまり産卵しないことによるものであろう、と述べている。 
 
第 234 図，メバチとクロマグロの仔・稚およびビンナガの幼魚の採捕地点と、生殖腺の研

究からビンナガの産卵域と推定される海域(斜線部) 
Fig，234，Location of capture of bigeye and bluefin tuna larval and albacore juveniles. 
Hatched area denore probable albacore apawning areas as judged from gonad studies 
 
  上柳(1969)は、0°～10°N、120°E～80°W の太平洋を経度 30°に区画し、各区画内

におけるキハダ、メバチおよびカツオの仔・稚の出現状況を第 235 図のように示している。 

図は 15 分間の稚魚網(口径 1.4 ㎜)の水平曳に基づくもので、(a)図は採集のあった曳網回数

の％、(b)図は平均採集尾数である。 



 
第 235 図，種および海域別のマグロ類仔・稚の相対的豊度 
Fig，235，Relative abundance of tuna larvae by species and by longitude in the 

Eguatorial Pacific(lat.0°～10°N)  a)pereentage of occurende and b) 
average catch of larvae in 15-minuges surface horizontal tows with a 1.4mm 
net 

 
図のように、キハダの出現が 150°～120°W の中・東部太平洋で著増することを除け

ば、キハダとカツオの仔・稚の出現状況には、明かに西高東低の傾向がみとめられるが、

メバチの場合には全く反対の傾向を示している。メバチについてみると、第 235 図は、木

川(1966)の推定した産卵可能量の地域変化の妥当性を支持するが、第 234 図に基づく

Matsumoto の見解は全く相反するものとなっている。かような見解の相違は、稚魚網採集

資料の誤差によって生じたものと思われる。 
 
―少年前期― 
 
  太平洋のメバチの少年前期に関する知見はきわめて乏しく、矢部・他が捕食魚の胃の

内容物中に発見したものが下表のように示されているにすぎぬ 
体長(㎜） 捕食魚 捕食魚の採捕地点 

216 クロカジキ 9°－16′N ； 153°－27′E 
173 シイラ 10°－07′N ； 121°－26′E 
195 クロカジキ 5°－ 8°N ； 133°－134°E 

  資料はきわめて乏しいが、上表は、メバチの場合もビンナガやキハダの場合と同様に、

少年前期群の分布域は産卵域に一致する可能性を示唆する。 
  少年期群についてみると、既述のように、東部熱帯太平洋には散発的に出現するにす

ぎず、主な出現域は西部太平洋の島嶼周辺の海域となっている。したがって、得られた情

報の範囲では、少年期群の主分布域と主産卵域および仔・稚の主分布域とは著しく喰いち

がうことになる。かような喰いちがいが、漁業の状態を反映したものか、少年期群の移動

によるものかはいまのところ明かでないが、後者の可能性も無視できぬもののように思わ

れる。仮に後者の場合であるとすると、このような事象は、太平洋のメバチの分布構造の

考察に重要な手がかりを与えるものとなろう。後述のキハダの場合に対比すると、両者の

少年期群は熱帯太平洋を東西に横断して反対方向に移動する可能性がうかがわれる。 
 
―最小成体― 
 
  木川(1953,1966)によれば、太平洋のメバチでは尾叉長 80 ㎝未満のものには成熟魚は



出現しない。Yuen(1955)は尾叉長 86 ㎝のものに成熟魚をみとめている。これらの知見を合

せると、太平洋のメバチの最初に成熟するときの大きさは尾叉長 90 ㎝内外とみるのが妥当

であろう。この大きさには 2～2.5 歳で達するものと考えられる(次章参照) 
 
―年齢と成長・寿命― 
 
  中村他(1953)は、1948 年 12 月～1949 年 3 月の漁期と 1949 年 10 月～1950 年 3 月の

漁期に北太平洋流域で漁獲されたメバチの魚体組成のモードの体長が年によって変動する

ことをみとめ、かような現象の発現する機構としては； 
イ) 発生量の年による相違、 
ロ) 成長の年による相違、 
ハ) 回游現象の年による相違 
などが考えられるとし、もしイ)によるものであれば、モードの体長間の間隔が年間の成長

量を示すものであろう、と想定している。 上村・本間(1953)は、北太平洋流域中における

1958年から 1952年に至る 5漁期 20に得られた魚体組成(第 236)に基づいて上記のイ）～ロ）

の仮説を吟味し、体長組成が隔年に入替わる現象は仮説イ）による可能性が最も大きいと

している。したがって、仮に 70～75 ㎝附近にモードをもつ体長群をｘ+1 歳とすれば、 
90～95 ㎝あたりにモードをもつ体長群はｘ+2 歳となり、以下これに準ずる。 
 
第 236 図，漁期別の魚体組成(北太平洋流域) 
Fig，236，Length frequency distribution of bigeye tuna by season in the North Pacific 

Current ground 
 
  Iversen(1955)は、ハワイに水揚げされたものの体重がときの経過に伴って直線的に増

大するのを成長とみとめている(第 237 図) 
 
第 237 図，ホノルルに水揚げされるメバチの成長線(1948 年) 
Fig, 237，Growth line of bigeye tuna landed at Honolulu market during 1948 
 
行縄・薮田(1963)は鱗の輪紋による年齢査定が尾叉長 130 ㎝以下の小型魚では可能である

がそれより大型のものでは不可能であるとし； 
イ) 輪紋は年 2 回、3～4 月を中心とした時期と 9～10 月を中心とした時期に形成される可

能性が強いこと。 
ロ) 体長組成にみられるモードの位置はときのすすむにつれて大きい方に移行するが、こ

れは成長に伴うもので、この成長は鱗から求めた成長に一致する。 
                                                   
20 10 月から翌年 3 月に至る期間、1948 年漁期とは 1948 年 10 月～1949 年 3 月をいう。 



と述べている。 
  Shomura・Keala(1963) は体長組成によって性別の成長を求めている。 また、能勢

他(1955)は鱗の輪紋による年齢査定を行っている。 Iversen(1955)、能勢他(1955)、行縄・

薮田(1963)らによる研究結果は、行縄・薮田(1963)によって第 238 図のように示されている。 
 
第 238 図，諸研究者によるメバチの成長曲線 
Fig, 238，Growth curve of bigeye tuna by many workers 
 
  既往の知見と新たに得られた見解との関係について、行縄・薮田(1963)は； 
イ) 上村・本間(1953)、須田(1961)および Iversen(1955)とはほぼ一致する。 
ロ) 能勢他(1955)および Shomura・Keala(1963)とは一致しない。 
ハ) 能勢他は輪紋の形成を年 1 回とみているが、年 2 回形成とすると一致する。 
ニ) Shomura・Keala の年齢を 1 年下にずらすと一致する。 
と述べている。 行縄・薮田による年齢別の体長範囲は下記の如くである。 

年齢 0 1 2 3 4 5 
体長範囲

(㎝) 
＜40 40～73 73～100 100～121 121～130 ？ 

 
  寿命についてはまだなにも知られていない。 
 
―食 性― 
 
  少年期以前のメバチの食性についてはまだほとんど知見がない。矢部他(1958)は、マグ

ロ、カジキ類の胃内容物中に出現した体長 173 ㎜から 243 ㎜までのメバチの少年前期のも

のの胃内容物を調べ主としてそれがイカと他の魚類の幼魚で構成されていることをみとめ

ている。少年期になると、既述のように、島嶼や海礁の周辺などに群をなして集る。この

ような生態的な変化は、成長に伴う生理・生態的要求の変化、ことに食物に対する要求の

変化によるものと考えられているが、かような想定の当否を吟味し得るような知見もまだ

皆無の状態である。しかし、延縄で獲れる成魚については胃内容物が調べられている他、

産卵群と経産卵群が棲み分けており、経産卵群を含めた性的活性の低いものが、高緯度海

域や東部赤道太平洋の湧昇域に分布することなどが知られており、かような棲み分けは食

物に対する要求の反映と考えられている。 
  King.Ikehara(1956)、Murphy,Shomura(1955)などは、中部熱帯太平洋での延縄漁獲

物の胃内容物を調べ、キハダとメバチの間には本質的な差異が認められないことをみとめ

ている。 
  渡辺(1958)は、西部熱帯太平洋と東部熱帯インド洋での下記の調査船や試験船が延縄で



漁獲したキハダとメバチの胃の内容物を調べ、餌料生物の出現率ｒ21と出現数ｎ22とを第 46
表のように示している。 

船名 採集年月日 位 置 
採集個体数 

キハダ メバチ 
大洋丸 No1 1950，7 1～4° N， 152～155° E 133 24 

天鷹丸 1950，8 1～9° N， 150～165° E 65 － 
同 上 1951，8 1～6° N， 149～160° E 73 － 
房 丸 1951，9～8 2～9° N， 161～175° E － 79 
宮崎丸 1953，7 3～5° N， 140～142° E 27 25 
同 上 1953，10～11 3～8° N， 132～137° E 25 19 
敬天丸 1956，2 8～12° S， 95～98° E 47 24 

 
第 46 表，キハダとメバチの胃内容物の比較 
Table46，Comparison of stomach contents between yellowfin and bigeye tuna 
 Area Weatern Equatorial Pacific Indian Ocean 

Crustacea 

Species yellowfin bigeye yellowfin bigeye 

No.stomachs 343 147 47 24 

Food organisma r n r n r n r n 

Shizopoda － － － － 19.2 35 62.5 384 

Amphipoda 13.0 96 17.0 108 23.4 17 20.8 8 

Stomatopoda(Alima) 17.0 218 2.0 3 4.3 6 － － 
Stomatopoda(Erichthus) 6.2 34 － － － － － － 
Decapoda(Phyllosoma) 1.2 5 0.7 31 － － － － 
Decapoda(Megalopa) 15.8 338 5.4 30 2.1 1 － － 

M
ollusca 

Decapoda 89.5 2034 82.9 448 89.4 286 95.8 83 

Octopoda 22.6 181 40.2 122 51.1 52 66.7 32 

Heterpoda 6.8 58 － － 55.3 152 4.2 1 

Pteropoda 0.9 11 － － － － － － 

Tunic 

Salpa 25.7 366 4.8 20 34.1 86 － － 
Phyrozoma 4.3 29 － － － － － － 

Pisces 

Sternoptychidae 1.2 10 12.9 33 6.4 150 62.5 115 

Synodontidae － － 0.7 2 － － － － 
Myctophidae 3.1 16 14.3 75 8.5 7 41.7 113 

                                                   
21 ある餌料生物の出現した胃数÷調査された全胃数 
22 調査された胃から出現した餌料生物の全数 



Paralepididae 13.6 135 42.8 349 34.1 44 70.8 81 

Alepisauridae 6.5 27 44.2 111 55.3 34 50.0 18 

Nemichthydae － － － － 4.3 2 16.7 11 

Belonidae － － － － 2.1 1 － － 
Exocoetidae 0.3 1 － － － － － － 
Syngnathidae 0.3 14 － － － － － － 
Diretomidae － － － － － － 12.5 8 

Caulolepidae 3.1 100 1.4 14 10.6 15 16.7 5 

Holocentridae 6.2 48 － － － － － － 
Gramieolepidae 13.6 240 4.1 49 － － － － 
Trachipteridae － － 6.1 13 2.1 1 12.5 5 

Lophotidae 0.9 3 1.4 14 － － － － 
Thunnidae 0.6 2 － － － － － － 
Katsuwonidae 6.8 33 － － 17.0 11 － － 
Histiophoridae 1.2 7 － － － － － － 
Xiphiidae 0.3 1 － － － － － － 
Acinaceidae 54.3 625 35.4 147 29.8 19 25.0 8 

Coryphaenidae 0.3 2 － － － － － － 
Lepidotidae 54.8 792 15.0 34 61.7 112 8.3 2 

Pteraclidae 1.5 5 1.4 2 － － － － 
Carangidae 1.2 4 1.4 3 － － － － 
Nomeidae 0.3 1 － － 23.4 20 4.2 1 

Chiasmodontidae 43.3 768 51.7 622 78.7 271 91.6 227 

Antigoniidae 0.6 2 － － － － － － 
Chaetodontidae 4.9 25 0.7 1 2.1 1 － － 
Acanthuridae 4.6 19 1.4 2 － － － － 
Triacanthidae 3.1 271 － － － － － － 
Balistidae 35.6 380 2.7 4 4.3 2 － － 
Ostraciontidae 10.2 37 3.4 5 － － － － 
Tetraodontidae 9.0 57 0.7 1 14.9 7 8.3 2 

Diodontidae 1.5 － － － － － － － 
Molidae 0.3 1 － － － － － － 
Scorpaenidae 0.3 1 0.7 1 － － － － 
Peristediidae 0.6 2 － － 2.1 1 － － 
Echeneidae 0.3 1 0.7 1 2.1 1 － － 



Oncocephalidae － － 0.7 1 － － － － 
Unidentified 71.0 1053 76.8 482 51.1 81 62.5 58 

 Coelenterata 1.9 20 － － － － － － 

 
  表に基づいて渡辺は； 
“西部赤道太平洋でとれたキハダとメバチの食餌組成を比較すると、従来いわれたように、

両者は傾向的にはよく一致する。しかし、数種の餌料生物についてみると、両者の間にか

なり著しい相違がみられる。かような相違がみられる原因としては、 
イ) キハダに比してメバチの分布密度が深層に大きい 
ロ) キハダもメバチも昼間には深層に、夜間には浅層に動く 
ハ) キハダは夜間よりも昼間に、メバチは昼間よりも夜間に索餌行動が活発となる。 
ことなどが考えられる、と述べている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D-2，インド洋のメバチ 
 
―産卵習性― 
 
  上柳・行縄(1953)は、Timor 島近海で完熟した尾叉長 134 ㎝の♀を観察し、行縄・渡

辺は、1956 年 2 月に、9°～10°S;95°～97°E の海域で完熟した生殖をもった若干の雌

雄を観察し、この方面の海域で産卵が行われるものと想定している。 
  既述のように、インド洋におけるメバチの主要な分布域は 10°S 附近以北の赤道海域

である。この方面に分布するものの主体が大型魚であることと、上述のような知見が得ら

れたことなどから、赤道インド洋に分布するメバチの主体が、赤道太平洋に分布するもの

と同様に、産卵群であろうと考えられていた。かような想定の妥当性を一層明確にしたも

のは Kume(1962)による人工孵化の実験である。 



  Kume は西部インド洋の 3°～6°N；61°～64°E の海域でとれた多数の成熟魚のう

ちから、第 47 表に示されたような 3 対の雌雄を用いて 3 回の人工孵化実験を用い、2 回孵

化に成功し、あらまし以下のように記述している。 
 
第 47 表，人工孵化に用いられた成熟魚に関する資料 
Table,47，Data on mature fish used for artificial fertilization 
 
No, 月 日 位置 体長(㎝) 性 生死 

Ⅰ Feb, 3 4°－06′ N; 63°－16′ E ( 110 ♀ 生 
139 ♂ 生 

Ⅱ Feb, 21 4°－39′ N; 63°－37′ E ( 
93 ♀ 生 
110 ♂ 生 

Ⅲ Feb, 25 4°－9′ N; 62°－40′ E ( 
134 ♀ 生 
160 ♂ 生 

         注、Ⅰ、Ⅱは孵化に成功 
           Ⅲは Clivage 観察に成功 
イ) 調査期間中に漁獲されたものの体長範囲は第239図のように55㎝から 180㎝に及んで

いるが、成熟した♀の最小形は 92㎝であった。 全体として♀の成熟度は極めて高く、

90％は産卵に関与しつつあるものと思われ、若干のものは漁獲時に放卵中であった。 

精巣はよく発達し、体外から圧すると精液を排出した。 
ロ) 卵は球形透明で油球は 1 個で、卵黄と卵膜は円滑である。卵径は 1.03～1.08 ㎜で、油

球の直径は 0.23～0.24 ㎜である。  
ハ) 卵の発育過程は第 240 図の如くである。 
 
第 239 図，漁獲されたメバチの体長組成(尾叉長) 
Fig，239，Size freguency of big eye tuna (in fork length) 
 
第 240 図，卵の発育過程 
Fig，240，Various stages of the development of big eye tuna 
 
  第 239 図は、産卵海域で産卵中に漁獲されるメバチでは♂が圧倒的に多いことを示し

ている。しかし、第 239 図にみられるような性比が、分布する魚群の構成を示すものか、

産卵期における索餌活動の性による相違を反映したものかは明かでない。一般にマグロ類

の♀は生殖腺の発達に伴って索餌活動が鈍化しあるいは摂餌を停止するものと考えられて

いる。キハダの場合に完熟した♀がほとんど記録されていないのは、かような性質がこと

に著しいことを示すものと考えられている。メバチでは往々にして人工孵化が成功してい



るのに、キハダではその例をみないことは注目に値しよう。 
 
―卵の形状― 
 
  卵の形状については Kume(1962)が上述のように記述している。 
 
―仔魚と稚魚― 
 
  インド洋のメバチの仔・稚についてはまだほとんど知見がない。 
 
―少年前期― 
 
  矢部他(1958)は、1957 年 4 月に、11°55′S;87°34′E の地点で漁獲された尾叉長

154 ㎝のキハダの胃内容物中から、体長 243 ㎜のメバチの少年前期魚を記録している。 
 
―最小成体― 
 
  詳細な研究結果はないが、Kume(1962)は上述のように、成熟した♀の最小形は尾叉長

92 ㎝であったと述べている。この大きさは、太平洋のメバチについて知られた最小成体の

大きさにほぼ一致する。 
 
―年齢と成長・寿命― 
 
  インド洋のメバチについては、これらの事項はまだ明かにされていない。 
 
―食 性－ 

インド洋のメバチの胃内容物は渡辺(1958)によって第 43 表のように示されている。 

古賀(1958)は西部インド洋のメバチの胃内容物が種々の魚類やイカなどによって構成され

ていると述べ、渡辺(1960)は東部インド洋とサウ海(チモール島近海)でのマグロ類の食餌組

成をあらまし以下のように述べている。 
 
a）サウ海 
  資料はキハダに限られているが、出現した種類は赤道太平洋域やインド洋東部と大差

はない。しかし、出現率にはやや差異がみられる。甲殻類では Megalopa,魚類では

chaetodontidae,Balistidae,auxiinae の出現率が他の海域よりかなり高い。反面、

Alepisauridae,Lepidotidae,Chias,pdontidae が著減している。 その他、Plotosidae に属



するものが 1 回出現したのが注目される。 
 
b）東部インド洋(5°～30°S;85°～105°E) 
  10°S 附近でとれたものの胃内容物からはイカ、魚類では Alepisauridae, 
Sternoptychidae,Paralepididae,Lepidolidae,Chiasmodontidae などの出現が多い。餌料生

物の種類とその出現率は、太平洋赤道海域の状態に似ている。古賀(1958)の西部インド洋に

比較すると、Alepisauridae,Acinaceidae の如く同じように出現率の高いものもあるが、出

現する種は東部と西部インド洋では若干異なる。 
  10°S 以南でとれたものの胃内容物からは、Amphipoda,Sguid,魚類では

Alepisauridae,Lepidotidae,Pteraclidae などの出現率が高い。 10°S 附近にくらべて出現

した種類に著しい相違はないが、Myctophidae,Paralepidae,Sternoptychidae 
,Chiasmodontidae の減少が著しい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D-3，大西洋のメバチ 
 
  大西洋のメバチの産卵習性；卵の形状；仔・稚；少年前期；最小成体；年齢と成長；

食性などについては、まだ知見が極めて乏しい。 
  須田(1960)は、1959 年 11 月 12 月に得られた資料から、この季節には、カリブ海、北

赤道流域、湾流域では性的活性が低い、と述べている。 
  Talbot・Penrith( 1963)は、メバチが南アフリカ沿岸からどこかに逸散する 5～7 月に

産卵するものであろう、と想定している。 
 
 
 


