
E，キハダ 
 
E-1，太平洋のキハダ 
 
―産卵習性― 
 
  太平洋産のキハダの産卵に関する知見はかなり豊富で、研究は、生殖腺の成熟状態と

仔・稚の分布の両面から行われている。 
Schaefer(1948)は中米沖合で活餌漁業と旋網漁業とで漁獲されるものについて、60 ㎝

台にモードをもつ体長群を 1 歳魚と想定し、これらは全く産卵に関与しないが、2 歳魚と思

われる 85 ㎝の体長群は産卵する、と述べている。 
Schaefer・marr(1948)は Costa Rica 近海の漁獲物の生殖腺を調べ、 

イ) 1～2 月には生殖腺がかなり発達し、完熟魚はみられなかったが、直径 0.6 ㎜ほどの卵

巣卵がみられ、間もなく産卵するものと想定された。 
ロ) 全長 1ｍ以上のものでは成熟がすすんでいるが、1ｍ未満のものには成熟魚がみられな

い。 
ハ) 季節がすすむと大型魚の割合が減少し、小型魚の成熟がすすむことがみとめられ、4 月

には全長 20 ㎝以下のものも間もなく産卵する状況になっているが、全長 60 ㎝内外の

群には成熟魚がみられない。 
ニ) 6 月に竿釣りで獲れたものをみると、60 ㎝級はすべて未熟で、大型魚は産卵を了えた

ものであった。 
ホ) 以上を総合すると、キハダは Costa Rica 附近のどこかで産卵し、産卵期はかなり長い

ものと思われる。 
などと述べている。尾叉長 70 ㎝級のものが産卵する可能性を指摘していることは注目に値

する。 
  同様な観察が、マーシャル群島近海(Marr,1948)、カロリン群島方面(Shimada,1951) な
どによって行われており、Shimada は； 
イ) ♀では 130 ㎝以下のものが以上のものより多く出現する。 
ロ) 卵巣には未熟のもの、成熟中のものおよび産卵後のものがみられた。 
ハ) 産卵期は長いが、8 月に放卵後のものが出現しはじめたことからみて、産卵盛期は 6～

8 月と推定される。 
などと述べている。 
  Wade(1950)は、フィリピン近海で曳縄や定置漁業で漁獲されたキハダとカツオについ

て； 
イ) カツオではあらゆる成熟段階のものがみられるが 
ロ) キハダでは獲れたものの約半数が未成魚で、他は初期の成熟段階にあり、産卵につい



てはいうべきほどの資料は得られなかった。 
と述べている。成熟魚がみられなかったのは、曳縄や定置漁業が沿岸に来游する未成魚を

対象としているためといえよう。 
  Wade(1951) は、同じ海域における仔・稚の出現状況を調べ； 
イ) キハダとカツオの仔・稚は周年出現する。 
ロ) カツオの場合には 9～4 月に多く出現するから、この期間が主産卵期と思われる。 
ハ) キハダの場合には、いまのところ主産卵期を示し得ない。 
ことなどを述べている。カツオの主産卵期を北半球の冬季と推定していることは注目に値

する。 
  June(1953)、Yuen・June(1957)らは、ハワイ近海での延縄漁獲物の卵巣を調べ、中部

赤道太平洋におけるキハダの産卵について記述している。June の記述のあらましは以下の

如くである。 
イ) 卵巣中には発育の段階の異なる数個の卵団が常にみとめられる(第 241 図) 
ロ) 1 回に産み出される卵数はおよそ 200～800 万粒で、魚体が大型になるほど多くなる傾

向がある(第 242 図)。 魚体の大きさと産出卵数の関係は、 
Y=125,000ｘ－2,853,000 

ｘ＝魚の体重(㎏) 
で示される。 

ハ) 産卵の行われる期間は、5 月中旬から 10 月末までで、ハワイ近海における盛漁期にお

おむね一致する。 
 
第 241 図，未成熟または休止期から成熟に至る卵の発育状況 
Fig，241，Ova-diametea freguency polygons showing stages in development of the ova 

from the immature or resting stage to maturity 
 
第 242 図，1 回の産卵量の計算値と魚体重との関係 
Fig，242，Scatter diagram showing relation between the calculated number of ova 

produced for one spawning and the baby weight of the fish 
 
 Yuen・ June（1957）は、主として 1950～1954 年にPOFI1が 8°S~10°S、120°～180°
Wの海域で行った延縄漁獲物の卵巣を調べ、 
イ）尾叉長 70cm 未満のものはすべて未成熟で；70~80cm 級では成熟中または成熟のも

のが約 7％；80～120cm 級では不規則的ではあるが成熟魚が漸増して 17.4％となり；

120~130cm 級では成熟魚の割合が 47％と飛躍的に増大し；130～160cm 級では成熟

魚の割合が 66.7％に達する。これらのことは、70cm 級にも産卵能力があるとしても、
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大多数は 120cm 以上で最初に産卵することを示唆する。Schaefer.Marr（1948）は

Costa Rica 近海のものについて、70~100cm 級のものは大型魚よりもおくれて産卵

すると述べているが、このことは、小型魚では産卵期が短く、大型魚では長い可能

性を示すものであろう。 
ロ）ここに用いた資料と、Marr（1948）；Schaefer.Marr（1948）；Wada（1950,1951）；

Mead（1951）などの知見とを総合すると、キハダの産卵は全赤道域で行われるもの

といえる。 
ハ）産卵は周年行われるが 3～7 月に最も活溌で、11～1 月に最も不活溌である。産卵が

長期にわたることには、1 個体が同一産卵期中に多数回産卵することも関与している

ものと思われる。 
などと述べている。 
 Buñag(1958)は、フィリピン近海の曳縄と魚棚（Fish Corral）2で獲れたキハダ、カツ

オ、ヤイトの卵巣を調べ、 
イ）これら 3 種の産卵周期はよく似たものである。最初の卵団が成熟する前に未熟卵団

中から第 2 の卵団が発達するので、産卵直前には卵径によって明瞭に分離される二

つの卵団がみられる。 
ロ）3 種とも 1 産卵期中に 1 卵団以上の卵団を産み出す。用いられた統計的手法では、1

産卵期中に何回産卵するかは明らかでないし、個体の大小によって産卵量が変化す

るか否かも明らかでない。 
ハ）どの種にも明確な産卵期はみとめられないし、1 個体の産卵周期も明かでない。 
ニ）3 種の休止期の卵巣にはなお 3~5micro unit3の初期発育卵が含まれている。休止状

態がそのような初期発育卵を含んだまま“Stability”に達するのか、結局はそれら

が退化し、未熟卵のみをもって卵巣が休止するかは、いずれの種でも明らかでない。 
ホ）いずれの種でも完熟卵は採集されなかった。しかし、キハダではほぼ完熟のものが

採集された。産卵後間もない卵巣中の退化しかけた卵から推すと、キハダの完熟卵

の直径はおそらく 1.1050mm と思われる。カツオとヤイトの完熟卵もおそらく同様

な大きさと思われる。 
ヘ）成熟した♀の最小形は、尾叉長 567mm のものであった。 

などと述べている。 
Schaefer.Orange（1956）は、Baja California 沿岸（海区Ⅰ）；Revilla Gigedo 諸島

近海（海区Ⅱ）および中米沿岸（海区Ⅲ）の 3 海区における漁獲物の Gonadindex を用い、

成熟度を次のような 6 段階に分かち、各海区におけるキハダの産卵について考察している。

その概要は以下の如くである。 
Stage1－S;卵巣は小さくリボン状で、外観では性別不能のもの。 
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Stage1、Immature；卵巣は小さいが外観で性別が明らかなもの。 
Stage2、Maturing；卵巣は膨大しているが、肉眼では卵粒が識別できぬもの。 
Stage3、Maturing；肉眼で発育中の卵粒が識別できるもの。 
Stage4、Ripe；卵巣卵が半透明で容易に卵巣壁から遊離されるか、卵巣の Iumen に遊離

しているもの。 
イ）Stage４の卵巣をもったものは、どの海区からも採集されなかった。しかし、海区Ⅱ

で採集された全長 1443mm の 1 尾は、明らかに産卵直後のもので、卵巣中には生鮮

時には 0.9～1.2mm、Gilson 液に 1 ケ月貯蔵したものでは 0.65～0.92mm、平均

0.75mm の卵径をもつ残存卵が茶碗に 1/4 ほど含まれていた。 
ロ） 海区Ⅰからの標本の主体は、体長 1m 未満の若年魚で、モードの体長が 3月には 70cm、

11 月には 88cm になる群と、これより 1 歳若く、モードの体長が 6 月に 53cm、年

末に 65cmとなる群との 2群があった。標本の大部分を占める後者はすべてStage1-S
であったし、前者の群でもかなりのものが Stage1-S であった。また、これらよりも

大型のものにさえも Stage1-S がみられた。最初の成熟に達する体長は 66cm 内外と

思われるが、これより大きい 90~100cm のものでもすべてが成熟しているものとは

思われない。66cm 以上の大きさのもので Stage3 と Stage5 のものは、他の月にも

出現したが 5～9 月の期間に最も多く出現した。Gonad index の値が大きいものは

比較的少なく、卵巣卵の径が 0.3mm に相当する G.I の値が 20 以上に達するものは 5
～9 月に若干採集された。11 月には産卵後のものがかなり出現した。これらのこと

は、これらの魚で代表されている Population は、主として夏季に産卵することを示

すものと思われる。 
ハ） 海区Ⅱでの体長範囲は、海区Ⅰのそれよりも大きく、1m 以上の標本が得られた。

Stage3 の卵巣をもった最小形はここでも 66cm であった。80cm 以下のものには相

当に Stage1-S がみられ、これより大きいものにもときに同じ Stage のものがみられ

た。産卵休止期の卵巣は Stage2 で代表されるものとみられる。5～11 月に調べられ

た標本中には、Stage3 と Stage5 のものが相当に出現したがこれより早い時期には

偶発的に出現している。1954 年 12 月の標本では、かなりの部分が Stage5 で、Stage3
のものはみられなかった。5～9 月の標本のかなりの部分は G.I の値の大きい卵巣を

もち、若干のものは間もなく産卵するものとみられた。11～2 月の冬季には Stage５
のものが相当に出現し、また G.I の値の小さいものも出現している。産卵が 5～9 月

に行われることはほぼ確実なものと思われた。 
ニ）海区Ⅲでは全長 120cm の標本が周年採集され、ある期間にはこれより大きいものも

採集された。全長 50～60cm のものにも 12～3 月にはときとして Stage3 のものがみ

られた。Stage1-S にものは 70cm 級のものまでにしばしば出現し、ときとしては

90cm 級のものにも出現した。この海区では、ロ）、ハ）などの北方海区と異なり、

G.I の値の大きいものが周年相当に出現している。2 月に G.I の値が最高となり、大



きい値をもったものが大部分となること、産卵後のものが夏から秋に出現すること

などは、若干の産卵が周年行われるとしても、産卵盛期が冬季の終りから春期にわ

たる時期であることを示すものと思われる。 
ホ）海区Ⅰ、Ⅱを合わせたものと、海区Ⅲでの周年を通じた性比は第 48 表、A、B の如

くである。 
第 48 表、A、海区Ⅰ、Ⅱの性比 
Table 48、A、Sex-ratio from Area Ⅰ and Ⅱ 
 
体長級（cm） ♂（尾） ♀（尾） 性不明 ♂（％） 性不明（％） 

40～49 ― 1 6 0 85.7 
50～59 4 21 62 16.0 71.3 
60～69 39 75 52 34.2 31.3 
70～79 130 170 49 43.3 14.0 
80～89 96 116 33 45.3 13.5 
90～99 45 60 17 42.9 13.9 

100～109 35 36 ― 49.3 ― 
110～119 25 30 ― 45.5 ― 
120～129 21 35 ― 37.5 ― 
130～139 9 8 ― 52.9 ― 
140～149 10 4 ― 71.4 ― 
150～159 6 1 ― 85.7 ― 
160～169 2 0 ― 100.0 ― 

 
第 48 表、B、海区Ⅲの性比 
Table 48、B、Sex-ratio from Area Ⅲ 
体長級（cm） ♂（尾） ♀（尾） 性不明 ♂（％） 性不明（％） 

40～49 ― 2 13 ― 86.7 
50～59 44 108 97 28.9 39.0 
60～69 50 126 50 28.4 22.1 
70～79 111 131 29 45.9 10.7 
80～89 76 64 5 54.3 3.4 
90～99 60 57 ― 51.3 ― 

100～109 64 42 1 60.4 ― 
110～119 17 24 ― 41.5 ― 
120～129 17 4 ― 81.0 ― 



130～139 2 ― ― 100.0 ― 
 
   小型魚ほど♂の割合が少ないことは、卵巣の方が精巣よりも見分け易いことによる

もので、性別不明とされているものの大部分は♂とみるのが妥当であろう。もしそ

うであるならば、キハダの性比は体長 120cm までは平均して一定したもので、これ

より大きくなると♂の割合が増加することになる。かように♂の割合が増加するこ

とは；イ）性による成長の相違、ロ）性による死亡率の相違、またはハ）単に大型

魚では♂が♀よりも漁獲され易いという性に関連した行動によるものであろうが、

そのいずれであるかを定める証拠はない。 
 
 上述の諸知見中最も注目されることは、低緯度海域では小型魚に成熟したものが出現す

ることである。また、海区Ⅲにおける産卵盛期が海区Ⅰ、Ⅱとは著しく相違することも注

目に値する。 
 Orange（1961）は東部熱帯太平洋を第 243 図のように区分し、それぞれの海区内で活餌

と旋網漁業によって漁獲されたキハダの生殖腺指数を調べ、キハダの産卵について、あら

まし以下のように述べている。 
 
第 243 図 Sampling areas used in yellowfin and skipjack gonad development studies 
 
イ）♀の最小成体は海区によって異なる。Revilla Gigedo 諸島近海（海区Ⅱ）ではおそら

く体長 70~80cm で産卵する。しかし、中米沖合では最小成体は明かにこれよりも小

さく、産卵期中に 50cm 級のものの 20％が産卵することを資料が示している。 
ロ）東部熱帯太平洋では、おそらく沿岸でも沖合でも産卵する。 
ハ）大部分の海域で季節的に産卵するが、海区Ⅱでは季節が最も明瞭で、中米沿岸での

産卵期が最も長い。漁場の北部すなわち Baja California 沿岸と南部すなわちおよそ

1°S 以南の海域は産卵海域としては意義の小さいところである。Cocos 島と

Clipperton 諸島との二つの沖合島嶼海区は産卵域である。Galpagos 諸島近海は少な

くとも年初の 3 ケ月間にはおそらく産卵域となるが、この海域で産卵することを証

明する資料はない。 
ニ）70~130cm 級では、性比は 1：1 に近いが、130cm 以上では♂の割合が急増する。 
 
Joseph(1963)は Fecundity を一回の産卵に成熟する卵巣卵数を規定して、Fecundity Y 

は   Y=（8.955×10-9 ）X2.791 
   X は親魚の体長（mm） 

の式で示される。と述べている。Y は卵巣中で発育の最もすすんだ卵団に属する卵数で魚体

別の Fcundity は次表のように示されている。 



 
体長（mm） 体重（kg） Fecundity 

800 10.5 1,140,000 
1000 20.3 2,120,000 
1200 35.2 3,520,000 
1400 55.8 5,410,000 
1500 68.9 6,560,000 

 
 Klawe（1963）は、プランクトン・ネットと集魚灯による採集と脊椎動物の胃内容物か

ら得られた仔・稚の標本に基づづいて、東部太平洋におけるキハダの産卵を考察している。 
ぞの要旨は； 
イ） 仔・稚の採集された地点の北限は Baja California の Abreojos Point (20°09‘N,114°

08’W)の南西 46 マイルで南限はエクアドルのグアヤキル湾の北方の Point Elena で

あり、沖合では 3°N 以北のみで採集されている。 
ロ）仔・稚の分布は水温躍層の上層のみに限られている。 
ハ）夜間と昼間の採集を比較すると、夜間に仔・稚が多く採集されるという明確な徴候

はみとめられない。 
ニ）仔・稚の出現は、親魚が最近に産卵したことを示すものといえよう。 
ホ）この研究の結果は、既往の生殖腺による研究結果と全般的によく一致する。 
ヘ）産卵は季節的なものであるが、若干の産卵が暖海では周年行われる。中米沖合での

産卵盛期は 1～3 月である。 
などである。 
 以上の諸知見は、Yuen.June（1957）を除くと、やや限られた海域から得られたもので

ある。それぞれの知見を総合すると、この魚は熱帯から亜熱帯にわたる太平洋の全域で産

卵する可能性を示し、高緯度の海域ほど産卵期が短縮されて明瞭となり、低緯度海域でも

東部太平洋のように海洋構造に季節変化の著しいところでは、その季節変化に伴って産卵

活動にも季節変化がみられることがうかがわれる。東部太平洋では、仔稚が温度躍層の上

層にのみ分布するとの Kleawe（1963）の知見は注目に値する。 
 木川（1957）は、180°以西の太平洋で延縄で漁獲されたキハダの生殖腺指数を、第 68
図に示されたところと同様な手法によって南北方向に比較し、キハダの主産卵域が南赤道

流の北縁部にあり、メバチの主産卵域とは潮境を距てて分離していることを示している。 
 木川（1959）は、太平洋を 5 海区に区分し、各海区における産卵盛期を考察している。

記述に基づづいて海区別の産卵盛期を表示すれば下表の如くである。 
海     域 産卵盛期 

海区Ⅰ （0°～10°N、 130°～170°E） 7～11 月 
海区Ⅱ （0°～8°N、 170°E～150°W） 6～10 月 



海区Ⅲ （0°～8°N、 150°～120°W） 
（1°～11°S、 140°～110°W） 

4～8 月 

海区Ⅳ （15°～25°S、 150°～130°W） 12～3 月 
海区Ⅴ （10°～30°S の豪州東方沖合） 12～2 月 
 
 表に示されたところについて木川（1959）は、 

イ）赤道の南北では産卵盛期がほぼ半年ズレている。 
ロ）東西に比較すると、産卵盛期は徐々に変化し、海区Ⅰ～Ⅲを通じてみると東に早く

西におそい。 
ハ）産卵期またはその盛期はほぼ半年の期間となっている。 
ニ）産卵群は東方ほど大型化している。 

ことなどを述べている。 
 木川（1966）はメバチについて述べたところと同様な手法によって、太平洋におけるキ

ハダの産卵可能量を推定し、あらまし以下のように述べている（第 225 図 B、第 226 図 B、

第 228 図 B,第 229 図 B、第 231 図 B 参照） 
イ）２ヶ月毎の産卵可能量指数（K）は第 244 図の如くである。 

第 244 図、２ヶ月毎の産卵可能量指数（K）（キハダ） 
Fig 244、Indices K of yellowfin tuna by two-month periods 

ロ）産卵可能量にはメバチのような著しい海域差はみられないが、中、東部太平洋で若

干大きくなっている。この理由は中、東部太平洋で一般に群成熟度が高く、大型魚

が多いことによる。 
ハ）時期による産卵可能量の差異は、南太平洋の西部と中、東部太平洋に著しい。東部

太平洋での最大の時期は、一般に赤道の北側では 4~5 月、南側では 2~3 月、最小の

時期は南北両側とも一般に 8～11 月である。 
ニ）西部太平洋の赤道の北側と中部太平洋（180°~140°W）の赤道の南北両側での、時

期による産卵可能量の差異は、東部太平洋の場合に似ている。但し、140°～180°
E の海域での産卵可能量は一般に 2～5 月が最小となる。 

ホ）南太平洋の西部では、産卵可能量は 12～1 月または 10~11 月に最大となり、4～9 月

または 2～5 月に最小となる。 
ヘ）太平洋全域の産卵可能量をみると、4～5 月を頂点とする産卵量の多い 12～7 月の期

間と、比較的産卵の少ない 8～11 月の期間がみられる。 
ト）各海域での時期による産卵可能量の差異は、一般に群成熟度の差異にしたがってい

る。南太平洋の亜熱帯海域と東部太平洋の赤道の南北両側の海域では、群成熟度は

表層水温の季節変化にしたがって変化しているので、メバチと同様に、これらの海

域での産卵期の考察には水温変化の影響が無視できないものと思われる。 
チ）延縄漁獲物は常に産卵群の実際の大きさを現わしているとは限らないので、ここで



考察した海域別産卵可能量には検討の余地がある。ことにキハダでは、延縄で漁獲

されない小型群の分布を考慮すると、西部太平洋で示された産卵可能量は過少評價

されている可能性がある。 
 以上の諸知見のうち、東部太平洋に関するものは上述の既往の諸知見におおむね合致し

ている。また、西部太平洋に関するものは、次に述べる Yade.Ueyanagi（1962）が仔・稚

の分布から推定したところを支持している。高緯度海域や東部赤道太平洋における産卵が

表層水温と深い関係をもつことが指摘されているが、メバチの場合と同様に、単純に温度

の支配によるとみるよりも、表層水温に変化をもたらす海洋構造の季節変化問題を掘り下

げて考察すべきであろう。 
 Matsumoto（1958）は、180°以東の熱帯太平洋におけるキハダの仔・稚の出現状況に

ついて； 
イ）南北方向にみると、6°N 附近と 6°S 附近に出現率が大きい。 
ロ）東西の方向にみると、150°W 附近に出現率が高く、130°W 付近では仔・稚が出現

しない。 
と述べている。 
 これについて木川（1966）は、130°W 附近で仔・稚が採集されないのは、採集の時期

がこの方向で産卵活動が低下する 10～11 月であるためであろうと想定している。 
 Yade.Ueyanagi（1962）は、稚魚網による採集標本に基づづいて、 
イ）西部太平洋ではこの魚の仔・稚は主として赤道海区に出現するが、黒潮や東オース

トラリア海流のような暖流の影響下にある海域では、亜熱帯海域にも若干出現する。 
ロ）赤道海域では仔・稚は周年出現するが、亜熱帯海域では出現状況に季節変化がみら

れ、黒潮流域では 5~6 月に、東オーストラリア海流域では 11～12 月に出現する。 
と述べ、黒潮や東オーストラリア海流などの流域では、それぞれの半球の初夏の候に産卵

することを示している。 
 森他（1965）は、全国の公庁船による稚魚網採集の結果をまとめ； 

イ）キハダの仔・稚は 130°W 以東でも多数出現すること。 
ロ）160°E 以西の海域についてみると、12°N 附近を境として、以北ではビンナガの仔・

稚が、以南ではキハダの仔・稚が卓越する。 
ことをみとめている。 
 Matsumoto（1966）は、キハダの仔・稚に関する既往の知見を総合し、その出現状況を

第 245 図のように示し、分布、産卵期、相対的豊度などについてあらまし以下のように述

べている。 
第 245 図、キハダの仔・稚の採捕地点（1949~1964） 
Fig. 245、Location of capture of yellowfin tuna larvae(1949~1964) 
 
 



イ）地理的分布 
 
 赤道海域における分布はカツオのそれによく似ている。しかし、太平洋の東西両端部で

の出現域の北方への拡がりには差がみられる。東部太平洋ではキハダの仔・稚はカツオの

仔・稚よりも北方にまで分布する（Klawe、1963）。西部太平洋では、キハダの仔・稚の出

現の北限は 27°N、カツオの仔・稚のそれは 33°45’N と記録されている（Yabe.Ueyanagi、
1962）。 
 
ロ）産卵期 
 
 西部太平洋の赤道海域では周年産卵するが、10°N 以北では主として 5~6 月に産卵する

（Yabe.Ueyanagi、1962）。 
 ハワイ近海における産卵は、明瞭に季節的で、3 月にはじまり、4、5 月を経て、6~ 
8 月に頂点に達し、9 月には急低下する（第 246 図）。 
 
第 246 図、Barbers Point,Oahu 沖におけるカツオとキハダ仔・稚の月別平均採捕数（1957

年 7 月~1958 年 12 月） 
Fig. 246、Average catch of larvae of skipjack and yellowfin tunas by month at the station 

off Barbers Point,Oahu,July 1957~December 1958 
 
 ハワイ諸島南方の赤道海域では、仔・稚は周年採集される。カツオに対比すると明瞭な

産卵盛期はみられない（第 247 図）。Marquesas 群島近海からは産卵盛期が南半球の夏季

となっているとの情報がある（Nakamura・Matsumoto、in press）。 
 
第 247 図、赤道海域（10°N~10°S、180°~130°W）におけるカツオとキハダの仔・稚

の月別平均採捕数（200m 斜曳航による多年の資料より） 
Fig. 247、Average catch of larvae of skipjack and yellowfin tunas by month in equatorial 

area (lat,10°N~10°S、180°～130°W)。（Data collcted intermittently over 
a number of years with 200-m oblique tows） 

 
東部太平洋の Tehuantepec と Point Mariato（7°12’N、80°53’W）の中米沿岸では 1～
4 月が産卵盛期となり、8 月と 10 月を除く各月にも仔・稚は出現する。Cocos 島近海では

プランクトン・ネットによる採集はあまり行われていないが、5 月には仔・稚が採集されて

いる（Klawe、1963）。生殖腺に基づづく研究では、11～4 月に産卵することが示されてい

る（Orange、1961）。Revillagiged 諸島海域での産卵は 8 月を最盛期として 5～9 月に行わ

れる。Baja California 沿岸での産卵は初秋にいくらか行われるのみである（Schaefer・



Oraage、1956；Orange、1961）。Revillagigedo 海域では、上述のように主産卵期は 8 月

とされている。しかし、盛夏には仔・稚の出現は少ない。 
 
ハ）相対的豊度 
 
 10°N～10°S、180°以東の中東部太平洋におけるプランクトン・ネット１曳航当たり

の仔・稚の採集尾数は第 248 図の如く、曳航距離に差があるにもかかわらず、カツオでも

キハダでも西高東低の傾向を示している。 
 
第 248 図、10°N~10°S の中、東部太平洋におけるマグロ類仔・稚の平均採集捕数 
Fig. 248、Average catch of larval tunas in the central and eastern Pacific bounded by 

lat.10°N and 10°S 
 
 木川（1966）は、既述にように、キハダの産卵可能量は、大型魚が多く生殖腺指数の高

い中、東部太平洋に大きいと述べている。木川のこの見解と第 248 図に示されたところと

は合致していない。かような不一致についてはいまのところ全く論議し得ないが、充分な

検討を要するものと思われる。また、Matsumoto（1966）によって示された、太平洋の東

西両端部におけるカツオとキハダの仔・稚の分布の北限にみられる差異が、本来のもので

あるか、資料の誤差によるものか、についても検討の余地がありそうに思われる。 
 森（1970）は、紀伊半島沖合で夏季に旋網で獲れるキハダに放卵（精）中のものがみら

れるとの情報に基づづき、三重県水産試験場と近畿大学の協力の下に、1969 年 7 月に人口

孵化を試みたが失敗に終わっている。しかし、この方面に 6～7 月に多数の成熟魚が出現す

ること、仔・稚が分布することなどから、少なくとも 35°N 以南の日本南方沖合では、キ

ハダが産卵するものと想定している。人口孵化は 1970 年にも試みられ、7 月 26 日にはそ

れに成功している。人口孵化実験に関する主要な記録は以下の如くである（遠洋水産研究

所、マグロ類養殖技術開発試験報告、1970 年 4 月～1973 年 3 月、P36-39、近畿大学水産

研究所（白浜）における孵化、飼育の経過） 
イ）受精時の水温は 26.2℃、海水比重は 1.0225 である。 
ロ）受精後 7 時間で既に桑実期となり、17 時間で胚体の輪郭が、19 時間以後には筋節も

明瞭となり、24 時間から孵化しはじめた。 
ハ）孵化直後の仔魚の全長は 2.5～2.7mm である。 
ニ）孵化率は第 49 表の如くである。 

 
第 49 表、尾鷲水試におけるキハダ卵の飼育水槽別孵化率 
Table 49、Rate of hatching of yellowfin tuna eggs by tanks at Owase Fish Ebp-Station 
 



試験

項目 

水槽容

量（ℓ） 
水質 比重 塩素量 水温（℃） 供試卵数 

死卵

数 

孵化仔魚

数 

孵化率

（％） 

孵化 

1000 沖合水 1.02425 18.438 25.4~26.3 Ca10,000 不明 少数 不明 

1000 
沿岸水

+G.W. 
不明 17.954  Ca10,000 不明 Ca3,500 Ca35 

1000 沿岸水 1.0228 17.962  Ca10,000 不明 Ca2,000 Ca20 

比重

別孵

化率

比較 

30 沖合水 1.02425 18.458 26.9 559 538 21 3.8 

30 
沖合水+

水道水 
1.0212 16.4111 26.4 498 444 54 10.9 

30 
沖合水+

水道水 
1.0194 15.495 25.0 411 350 67 16.1 

30 
沖合水+

水道水 
1.0159 14.041 24.6 792 756 36 4.5 

推定

孵化

率 

1 沖合水 1.02425 18.428 不明 100 97 3 30 

1 沿岸水 1.0212 16.411 不明 100 73 27 27.0 

 
ホ）仔魚の飼育状況に関する資料は第 249 図の如くで、孵化後 21 日で死減している。 

 
第 249 図、近畿大学白浜実験場 15ton 水槽におけるキハダ仔魚飼育経過。飼育期間(1970

年 7 月 27 日～8 月 17 日) 
Fig. 249、Process of rearing of yellowfin tuna larvae in 15 ton tank at Shirahama Marine 

Lab.(Period of rearing, July 27～Aug 17,1970) 
 
 キハダの産卵が日本近海でも行われることは新たな知見であり、人口孵化に成功したこ

とも未踏の分野の開拓である。かような高緯度海域における産卵が、資源の再生産にどの

ような意義をもつものかは明らかでないが、産卵期は短いものとみられる。 
 上述の諸知見は、キハダの場合にも、総論に法則性として揚げた産卵習性に関する作業

仮説の妥当性を支持するものといえよう。 
―卵の形状― 
 
 メバチに比してキハダでは成熟した個体が漁獲されにくいことは、木川によって示され

た第 250 図からも明かである。そのため、キハダの成熟卵巣卵に関する記述はなかった。

しかし、記録としては残されてはいないが著者は、4～6 月に南支那海で漁獲され高雄（台

湾）に水揚げされたものから完全なミズコとなった卵巣卵を若干観察している。かような

ミズコは、直径が 1mm 内外で、ほとんど無色透明で、淡黄色の顕著な油球 1 個をもち、外



観からは第 192 図に示したクロマグロの成熟卵巣卵との識別は困難である。 
 Buñag（1956）、Schaefer・Orange（1956）らは産卵直後と思われるものの卵巣中の残

留卵を観察し、前者は卵径を 1.105mm、後者は 0.9～1.2mm と記述している。 
 既述の人口孵化実験に用いられた卵巣卵の卵径頻度分布は、0.98mm あたりにモードをも

つ単峰型となっている。人口孵化実験の結果は、モードの卵径より小さい卵径の卵はほと

んど受精しないことを示唆している。 
 
第 250 図、赤道太平洋域におけるメバチとキハダの生殖腺指数組成の型の比較（140°

E~100°、12°N～12°S） 
Fig. 250、Comparison of the type of gonad index compositions bigeye and yellowfin in 

the area of the equatorial pacific(140°E~100°W ; 120°N~120°S) 
 
 
―仔魚と稚魚― 
 
 仔・稚に関する知見は、総論と産卵習性の項に述べられているので、ここには省畧する。 
 
 
―少年前期― 
 
 最初に漁業の対象となるまでの若魚で、全長 15mm 以上のものを少年前期のものとする

と、キハダのかような時代に関する知見はまだ極めて貧弱で、集魚灯で採集されたり、マ

グロ・カジキ類などの胃内容物中に見出されたりしているにすぎぬ。 
 クロマグロの仔・稚には趨光性があることが、早くから地中海方面で知られているが、

Schaefer・Marr（1948）は、東部赤道太平洋で集魚灯により全長 43mm までのキハダの

幼魚を採集している。 
 矢部・上柳（1958）は、マグロ・カジキ類に捕食された少年期のキハダの出現状況を下

表のように示し、捕食魚の漁獲された海域がキハダの産卵海域にほぼ一致すると述べてい

る。 
体長（mm） 位    置 捕食魚 
130 18°00′N、153°52′E フウライカジキ 
195 31°17′N、131°46′E キハダ 
147 10°07′S、121°26′E シロカジキ 
140 9°10′N、176°～177°E クロカジキ 
157※ 9°30′S、96°02′E キハダ 
107 15°54′S、146°15′E シロカジキ 



195 5°~8°、133°～134°E クロカジキ 
Ca195 5°~8°、133°～134°E クロカジキ 
Ca170 5°~8°、133°～134°E クロカジキ 
Ca180 5°~8°、133°～134°E クロカジキ 
※印はインド洋 
 
 森田（1969）は、ビスマーク海～ソロモン海方面で曳縄により、尾叉長 35cm および 47cm
内外のものを漁獲し、群を構成する魚が曳縄で獲るには小型すぎ、竿釣ならば漁獲できる

ものと思われる、と報告している。既に述べたように、漁業の対象に最初に加入するとき

は１歳内外、体長にして 50cm 程度である。森田によって報告された 35cm 内外のものは、

一般の漁獲対象よりは著しく小型である。このことは、熱帯の島嶼などの沿岸には種々の

大きさの少年前期の魚が分布する可能性を示唆する。 
 
 
―最小成体― 
 
 最小成体に関する諸知見は既に産卵習性の項に記したが、それらを一括して表示すれば

以下の如くである。 
研究者 海域 最小成体 摘要 
Schaefer-Marr(1948) CostaRica 沿岸 70 季節によっては 70cm 級のものも

産卵する 
Yuen-June(1957) 中部赤道太平洋 70~80 70cm 級でも産卵能力をもつが、

大多数のものは 120cm 以上で最

初の産卵を行う 
Buñag(1956) フィリピン近海 56.7  
Schaefer-Orange(1956) 東部太平洋 66  
Orange(1961) Revillagigedo 

中米沿岸 
70~80（?） 
50 

最小成体は海域によって異なり、

中米沿岸では50cm級でも20％が

産卵す 
 中村（1939）は、台湾近海産（主として南支那海）のものでは、体長 1m 内外（尾叉長

にして約 120cm）で臀鰭と第２背鰭が急に伸長すること、この程度の大きさのものにはか

なり発達した生殖腺がみられることなどに着目し、キハダが最初に成熟するときの体長を

1m 内外と想定しているが、この大きさは、Yuen・Jume の大部分のものは尾叉長 120cm
以上ではじめて産卵するとの見解にほぼ一致する。 
 上表に示されたところから明らかなように、低緯度海域では最小成体が小さく、高緯度

海域では大きい。同様な現象がカツオについても知られている（Brock、1954）。しかし、



かような事象のもつ生物学的な意義はまだ明らかでない。中村（1965）は、東部熱帯太平

洋で 50cm 級のものに成熟魚がみられることは注目に値する、と述べているが、資源構造や

再生産の機構などの漁業生物学的見地からは、かなり重要な意義をもつものといえよう。

かような事象が、種族の相違によるものか、熱帯という環境が成熟を促進することによる

ものかを明らかにする必要があろう。西部熱帯太平洋でも 50cm 級で成熟するものがあると

報告されているが（Buñag、1956）、この場合はコシナガがキハダと誤認されている可能性

が考えられる。中村（1943）は、1937 年 6～9 月にフィリピン群島東方沖合でかなり多数

のキハダの若年魚を調べているが、次表のように、そのほとんどは外観では性の識別がで

きないほどの未成漁であった。しかるに、2～3 月に稀に台湾に水揚げされるコシナガには

60～70cm のものにかなり成熟のすすんだものがみられる。 
 
第 50 表、キハダの魚体別の性比（フィリピン東方沖合） 
Table 50、Sex-ratio of yellowfin tuna by size in the eastern off of the Philippines 
 
体重

(kg) 

4

～

7 

7

～

10 

10

～

13 

13

～

16 

16

～

19 

19

～

22 

22

～

25 

25

～

28 

28

～

31 

31

～

34 

34 

～ 

37 

37

～

40 

40

～

43 

43

～

46 

46

～

49 

49

～

52 

52

～ 

計 

♂（尾） 

計 
0 0 8 6 4 3 2 4 6 12 16 

（61） 

22 14 12 6 2 0 119 

（58） 

♀(尾) 

計 

0 1 8 2 4 4 5 3 8 10 18 

（63） 

30 35 42 26 17 14 227 

（164） 

 註（ ）内は鎖線の前後における合計 
  
 
―年齢と成長・寿命― 
 
 太平洋のキハダの年齢と成長は、他のマグロ類の場合と同様に、魚体組成、脊椎骨の輪

紋、鱗の輪紋、標識放流実験などに基づいて行われている。 
 魚体組成に基づづく研究には、木村（1932、日本近海産）、Schaefer（1948、Costa Rica
の近海産）、More（1951、ハワイ近海産）、Hennemuth（1961、東部熱帯太平洋産）など

があり、脊椎骨の輪紋に基づづく研究は、相川、加藤（1938、日本近海産）によって行わ

れ、鱗の輪紋による研究は、能勢他（1955、西部太平洋産）、薮田、行縄、藁科（1960、イ

ンド・太平洋産）によって行われている。 
 Hennemuth（1961）は、熱帯産のマグロ類では、直接的な年齢査定法には信頼性がなく、

魚体組成の解析が成長や年級群の決定に適している、と述べている。しかし、薮田他（1960）
は、材料の入手の点からみて、鱗の輪紋が年齢査定に好適であるとし； 



イ）輪紋は年間に 2 回形成されるものと考えられる。 
ロ）輪紋形成の時期は 3～4 月と 9～10 月を中心としたある期間であるが、熱帯ではその

期間が長くなるもののようである。 
ハ）成長度には海域差は認められないようである。 
ニ）輪紋による研究結果は、標識放流実験から得られた結果とよく一致する（第 251 図）。 

ことなどを述べている。 
 
第 251 図、キハダの成長曲線 
Fig. 251   Growth-curue of yellowfin tuna  
 
 標識放流実験に基づく研究は、Blunt・Messersmith（1960）によって行われている他、

薮田他（1960）は西部太平洋で行われた標識放流実験から得られた若干の結果を鱗の輪紋

による研究結果に対比している（第 251 図参照）。 
Blunt・Messersmith（1960）は、1952 年から 1959 に至る期間に、東部熱帯太平洋で

行われた標識放流実験の結果から、成長度には年による差異がみられ、1953 年には 20cm、

1954 年には 42cm、1955 年には 35cm であった、と述べている。 
楊、能勢、桧山（1969）は、後方から６番目の背鰭離鰭直下の鱗を用いて、大西洋と太

平洋産のキハダの年齢と成長を調べ、 
イ）同じ体長のものでも、大西洋産のものの鱗の大きさは、太平洋産のものに比して著

しく小さいこと； 
ロ）輪紋形成時の尾叉長（Ii）には両大洋間で著しい相違がみられること； 

などを指摘している。 
 以上の諸研究結果を表示すれば、第 51 表の如くである。 
 
 
 
 
 
 



第 51 表，太平洋産のｷﾊﾀﾞの年齢と成長 
Table51，Age and growth of yellowfin tuna from the Pacific Ocean 

注：1)28°～40°N の海域 2)7°～20°N の海域 3)不詳 4)10°S 付近の海域 5)4 歳以上は年齢査定不能 
 

研究者 研究方法 産地 
年齢 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

木村(1932) 体重組成(㎏) 日本近海 － 3 10 17 30 40 54     

相川・加藤(1938) 脊椎骨(㎝) 日本近海 38＞ 38-54 54-70 20-85 85-100 100-115 115-130     

Schaefer(1948) 体重組成(㎏) 
Costa 

Ricu 近海 
－ 60 75 － － － － － － － － 

Moore(1951) 体重組成(ℓｂ) ﾊﾜｲ近海 － 7＞ 7-46 46-108 108-163 163-208 － － － － － 

能勢他(1955) 鱗の輪紋(㎝) 
北太平洋

流域１ 
－ － － － － － － 116 119.3 － － 

能勢他(1955) 鱗の輪紋(㎝) 
北赤道流

域 2 
－ － － － － － 98.0 127.2 124.0 128.0  

能勢他(1955) 鱗の輪紋(㎝) 
赤道反流

域 3 
－ － － － － － 117.6 125.9 131.6 133.6 143.6 

能勢他(1955) 鱗の輪紋(㎝) 
南赤道流

域 4 
－ － － － － － － 123.3 130.1 － － 

薮田・行縄(1959) 体長組成(㎝) 日本近海 － 51 51-100 100-133 133-146 － － － － － － 

薮田他(1960) 鱗の輪紋(㎝) 
ｲﾝﾄﾞ・太

平洋 5 
－ 54.3-92.7 92.7-120.8 120.8- － － － － － － － 

Hennemuth(1961) 体長組成(㎝) 
東部熱帯

太平洋 
－ 55 85 123 144 － － － － － － 

楊・能勢・桧山

(1969) 
鱗の輪紋(㎝) 太平洋 

45.9

＜ 
45.9-90.0 90.0-123.5 123.5-        



 表のように、研究者によって結果は必ずしも一致しない。同じ手法によった能勢他（1955）
と薮田、行縄（1960）との間の著しい差は、前者が輪紋形成を年１回とみ、後者が年２回

とみたことにある。輪紋形成を年２回（3～4 月と 9～10 月）とみた楊他（1969）と薮田、

行縄（1961）との間の相違はあまり大きくない。種々の研究結果を総合すると、太平洋産

のキハダの成長曲線は、おおむね第 251 図に一致するもののように思われる。 
 寿命についてはまだ明確な知見はないが、薮田、行縄（1960）は、最大計算体長を 190.1cm
とし、楊他（1969）はそれを 195.2cm としている。 
 
 
―食性― 
 
 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発見された少年期の

胃内容物について、矢部他（1958）は以下のように示している。 
   体長（mm）         胃内容物 
    106.8       魚の幼生の一部 
    144.5       イカ 1 
    157.0       イカの顎 3 対、魚類の脊椎骨の一部 
    195.0       イカの上顎 1、下顎 2、魚類（Chaetodontidae？）2 
    195.0       イカの顎 10 対、甲殻類の一部、外套膜長躍 10cm のタコ 1 
 少年期以後のキハダについては多くの研究がある。 
 Tester・Yuen・Tanaka（1954）は、畜養中のキハダとヤイトが、 
イ）化学製品や魚の肉や内臓の抽出物に強い反応を示したこと。 
ロ）しかし、外洋のカツオ群は同じ刺激に全く反応を示さなかったこと。 

を報告している。Schaefer 他（1963）は、外洋のカツオが全く反応を示さなかったことに

ついて、カツオが嗅覚ではなく視覚で食物をあさることを示すものであろうと述べている。 
 中村（1936,1943,1949）は、北東風季と南西風季とにセレベス海で漁獲されたキハダの

胃内容物を比較し、胃内容物が季節によって一変すること、海域が異なると胃内容物に著

しい差異がみられることなどから、キハダには食物に対する選択性があっても著しいもの

ではなく、棲息する海域に多いものとか捕食し易いものを食っているものであろう、と述

べている。 
 キハダの胃内容物が多種・多様で場当たり的に捕食しており、海域によって異なること

は Reintjes・Ikehara(1953、中部太平洋）、Ronquillo（1953、フィリピン近海）、King・
Ikehara（1956、中部太平洋）、渡辺（1958、1960、中・西部太平洋とインド洋東部）、Alverson
（1963、東部熱帯太平洋）などを対比すれば明かである。Schaefer it al（1963）は、キハ

ダは高度の代謝能力をもち、おそらく食物に対する選択性はなく、多くの食物を利用する。

食物はそれらの分布状況に応じて変化し、特定な餌科生物の欠如がキハダの分布を制約す



るものではないものと思われる、と述べている。 
 渡辺（1958）は、西部赤道太平洋で漁獲されたキハダとメバチの胃内容物に若干の差異

をみとめ、その差異のみとめられる理由を考察している（第 43 表参照）。 
 
 
E－２、 インド洋のキハダ 
 
―産卵習性― 
 
 インド洋のキハダの産卵に関する知見は、太平洋のものの場合に比して、著しく貧弱で

ある。 
 上柳、行縄（1953）は、チモール島近海で漁獲された体重 52.3~56.3 ㎏のキハダに生殖

腺のよく発達したものを多数観察している。 
 行縄、渡辺（1956）は 1956 年 2 月にスンダ海峡方面で、同様に生殖腺のよく発達した

多数の個体を観察している。 
 薮田（未刊）4は、西部赤道インド洋で、生殖腺のよく発達した多数の個体を観察し、２

個体からミズコとなった卵巣卵を採集している。 
 木川（未刊）は生殖腺指数を調べ、100°S 以北では周年を通じてその値が大きいこと、

および、7~12 月の期間に比し、1～6 月にとくにその値が大きくなること、などを述べてい

る。 
 Talbot・Penrith（1960,1963）は、南アフリカ沿岸産のキハダについて、 

１）この海域には成熟したものがない、という以外に産卵に関する知見はない。 
２） Cape の沿岸にキハダの出現をみない。5～9 月にどこかで産卵したものと想定され

る。 
などと述べている。 
 Kikawa.Ferraro（1966）は、Anton Brum号 5の行った延縄漁場調査の漁獲物を調べ、 

イ）漁獲物の体長範囲は 58~143cm であったが、98cm 以上の魚はすべて成熟したもので

あった。 
ロ）キハダの産卵海域はおそらく 10°N～20°Sの間にあり、一部はビンナガの産卵海域 6

の北縁部に重なるものであろう。 
ハ）産卵は長期に及び、熱帯海域では周年産卵するであろうが、資料の範囲では 2 月が

最盛期となるものと想定される。 
などと述べている。 

                                                   
4 利根丸による漁場調査 
5 米国の調査船 
6 既述のように、インド洋ではビンナガは南半球のみで産卵する。 



 上柳（1969）は、仔・稚の出現に関する既往の知見をあらまし以下のように総述してい

る。 
イ）南半球の低温期には、仔・稚の出現の南限はほぼ 15°S である。しかし、高温期に

は南方に拡大され、東側ではほぼ 18°S、西側では 25°S 附近に達する。Jones・
Kumaran（1963）はしかし、アフリカ沿岸ではさらに南方に及び 31°S 附近にも出

現する、と述べている（第 252 図） 
第 252 図、キハダの仔・稚の分布 
Fig.252   Diotribution of yellowfin tuna lavae 

 
ロ）知見がまだ不十分で、産卵海域を明確に示すことはできないが、仔・稚の分布の限

界は、ほぼ 26℃の表層等温線にほぼ対応している（第 252 図参照）。 
 
 インド洋のキハダの産卵に関する知見の概要は上述の如くである。産卵の行われる状況

は、おおむね太平洋の場合に対応するといえよう。Kikawa.Ferraro（1966）は、産卵盛期

を 2 月と想定しているが、かような見解は用いられた資料が南半球に偏したことによる可

能性が考えられる。赤道以北、例えばベンガル湾方面におけるこの魚の分布や回游の状況

から推すと、この方面での産卵盛期は 5～6 月頃と想定される。おそらく太平洋の場合と同

様に、高緯度に移行するにつれて産卵期が短縮されて明瞭となり、それぞれの半球の春～

夏季に産卵するものであろう。 
 稚魚の出現域の南限が洋の東西両側で異なり、西側では東側よりも南方に及ぶ現象（上

柳、1969）は、南太平洋にもみられるところで、暖寒両流の分布とその季節消長によって

説明できよう。 
 
―卵の形状― 
 
 薮田（未刊）はミズコを観察し、その直径を 0.8mm 内外としている。太平洋の東西で産

卵 直 後 と 思 わ れ る 卵 巣 に 残 留 し て い た 卵 の 直 径 は 0.9 ～ 1.2mm
（Buñag,1956;Schaefer.Orange,1956）であり、紀伊半島沖合で人口孵化実験に供された卵

の径は、既述のように 0.98mm あたりにモードをもったものであるから、薮田の観察した

ミズコはこれらよりも小さいことになる。このことはしかし、インド洋と太平洋のキハダ

の熟卵の大きさが相違することを示すものではなく、卵の発育過程の相違によるものであ

ろう。 
 
―仔魚と稚魚― 
 
 インド洋のキハダの仔・稚については、Jones(1959) ; Jones. Kumaran(1963) ;  



Yabe,Ueyanagi(1962);Ueyanagi(1966,b;1969)などの記述がある。仔・稚の形態は太平洋の

ものと一致する。出現状況は産卵習性の項に記述した如くである。 
 
 
―少年前期― 
 
 インド洋のキハダの少年期に関する知見は、矢部他（1958）が捕食魚の胃の内容物から

得られた標本について記述している外にはまだ知見がない。 
 
 
―最小成体― 
 
 インド洋のキハダの最小成体については知見が乏しい。 Talbot.Penrith(1960)は、南

アフリカ沿岸のものについて、54～57.5cm 級のものはすべて未成熟で、95～115cm 級のも

のは成熟魚であったと述べている。Kikawa.Ferraro（1966）は、既述のように、尾叉長 98cm
以上のものはすべて成熟魚であった、と述べているから、両者の見解はおおむね一致して

いる。東部赤道太平洋（Orange,1961）やフィリピン近海（Buñag,1956）では 50～60cm
級で成熟するものがあることが知られているが、インド洋にかようなものがあるか否かは

まだ明かにされていない。 
 
 
―年齢と成長・寿命― 
 
 薮田他（1960）が鱗の輪紋に基づづいて、インド洋のキハダの成長度と太平洋産のもの

のそれとの間には差がみられないと述べている他にはいうべきほどの知見はない。 
 
 
―食性― 
 
 古賀（1958、a,b、1960）は、西部インド洋で漁獲されたキハダの食餌が、ミズウオ、カ

マス、カツオの幼魚その他の魚類と頭足類などであったことを報告している。 
 渡辺（1960）は、サウ海（小スンダ列島東部近海と 5°～30°S、85°～105°E の海域

でとれたキハダの食餌組成について、あらまし以下のように述べている。 
イ）サウ海 

出現した種類は、太平洋赤道海域や次に述べる東部インド洋海域のものと大差が

ない。しかし、出現率はやや異なり、甲殻類では Megalopa、魚類では Chaetodontidae、



Balistidae、Auxiinae の出現率は他の海域よりかなり高い。これに反し、

Alepisauridae、Lepidotidae、Chiasmodontidae が著減している。 
ロ）5°～30°S、85°～105°の海域 

10°S 附近から北方と南方とでは食餌組成に相違がみられる。 
10°S 附近では、イカの他魚類では Alepisauridae、Sternopty chidae、

Paralepididae、Lepidotidae、Chiasmodontidae などの出現が多い。餌科生物の種

類とその出現率は、赤道太平洋域の状態に似ているが、西部インド洋の状態（古賀、

1958）とは若干相違している。 
10°S 以南では、Amphipoda、イカ、魚類では Alepisauridae、Lepidotidae、

Pteraclidae などの出現率が高い。10°S 附近に比して、Myctophidae、Paralepidae、
Sternoptychidae、Chiasmodontidae などの減少が著しい。その反面 10°S 附近で

は全く出現をみなかった Pteraclidae が 30％以上出現し、また、Molidae も出現し

ている。これらの食物の出現状況は、北太平洋の中緯度海域の状況に近いものとい

える。 
    Thomas（1964）は、Minicoy島近海 7で竿釣りで漁獲されたキハダの胃内容物を

調べ、量的にみると、魚類が72.04％、Stomatopodaが23.18％、カニの幼生が1.63％、

ほかの甲殻類が 1.43％、その他が 1.7％であった、と述べている。 
 
 
E－３、大西洋のキハダ 
 
 大西洋のキハダに関する生物学的知見は、インド洋のキハダのそれに比して一層貧弱で

ある。 
 東部大西洋における既往の知見は、Viella.Frade（1963）によってあらまし以下のように

要約されている。 
a) 最小成体 

Postel は年齢 3～4 歳、体長 80cm 以上で最初の成熟に達すると述べ、

Vincent-Cuaz（1960）は、♀では 65～70cm、♂では 70～75cm が最小成体である

と報告している。 
b) 産卵期 

Frade.Postel（1955）は、Dakar 沖合 100 マイル以内の海域で漁獲されたもの

の生殖腺を組織学的に調べ、産卵は 5 月から 9 月の間に分かれて行われると結論

している。Postel（1955）は、おそらく♂が♀に先立って成熟し、産卵は 6～7 月

に行われるものと推定している。また、Verde 岬海域には成熟魚は出現しない、と

述べている。Marchal（1955）は、ギニア沖では、産卵は 2 月にはじまり 8 月ま

                                                   
7 8°07′N、73°18′E 



でつづくと述べ、1950 年 2 月に、2°N、2°30′W でとれた♂3 尾と♀1 尾はす

べて充分に成熟していて、♀は腹部を軽く押すと卵を放出したことを報告してい

る。Vincent-Cuaz(1960)は、産卵期は 2 回あるか、あるいは 2～8 月の 1 回だけで

あろうと想定している。 
c) 産卵場 

産卵場は明かでない(Postel,1955)が、Vincent-Cuaz(1960)はモーリタニア沖合で

成熟魚を得ている。また、Cadenat(1950)は Verde 岬沖合で同様に成熟魚を得ている。 
d) 抱卵数 

Postel(1955)は、入手し得た最大の卵巣中の卵数は 400 万粒であったと述べている。 
Idytl.DeSylva(1963)は西部大西洋のキハダの産卵について、Klawe.Shimada が 6

月に仔・稚を採集していることから、Mexico 湾での産卵は 6 月に行われるものと推

定し、他の時期に産卵するか否かは明らかでない、と述べている。 
 南アフリカ近海では、産卵について全く知見が得られていない（Talbot.Penrith,1963）。 
 
 
―卵の形状― 
 
 大西洋産のキハダの卵の形状についてはまだ観測例が乏しい。ソロコフ 8は、卵は游浮性

で、完熟卵巣卵の卵径は 1mm内外で不規則な球形を呈し、直径 0.26mmの油球をもつ、と

述べている。 
 
 
―仔魚と稚魚― 
 
 まだ豊富な資料に基づづく知見はないが、熱帯から亜熱帯にわたる海域で採集されたこ

とが断片的に記録されている（Klawe.Shimada,1959;ソロコフ）。 
 
 
―少年前期― 
 
 少年前期に関する知見はまだない。 
 
 
―最小成体― 
 
                                                   
8 日ソ漁業科学協力翻訳文献（マグロ編）、小山譲次訳、1970、水産庁 



 産卵習性の項に述べた以上の知見はない。 
 
―年齢と成長・寿命― 
 
 Postel(1955)と Vincent-Cuaz(1960)による年齢別の体長範囲は、第 52 表の如くで、太平

洋産に比して成長がおそいとみられている。Postel は、キハダの成長について； 
イ）成長には性による差異はみとめられないこと、 
ロ）115cm 以上の大型魚では年齢査定は不可能であること 

などを述べている。 
第 52 表、キハダの年齢と体長（大西洋） 
Table.  Age and body length of yellowfin tuna(Atlantic Ocean) 

After Viella et Frade,1963 
研究者  Postel(1955)      Vincent-Cuaz(1960) 
産 地    セネガル     モーリタニア 

年 齢 体  長 （cm） 
1 ♂＋♀ ♂ ♀ 

1～2 35> ― 25> 
2～3 35～55 ― 25～45 
3～4 55～75 50～70 45～65 
4～5 75～90 70～85 65～85 
5～6 90～105 85～100 85～100 
6～7 105～115 100～110 100～115 
7～8 115< 110～120 115～125 
8～9 ― 120～140 125～140 

 
 楊、能勢、桧山（1969）は、およそ 20°N から 20°S に至る熱帯大西洋から広く標本を

集め、太平洋と大西洋産のキハダについて、鱗の輪紋形成時の体長（尾叉長）Ii を下記のよ

うに比較している。 
産 地 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I∞ 
大西洋 66.1 86.1 104.1 120.0 132.9 － 222.8 
太平洋 45.9 69.2 90.0 108.7 123.5 133.6 195.2 

 上記に示された結果について、楊、能勢、桧山は； 
イ）輪紋は、太平洋産の場合と同様に、3～4 月と 9～10 月に 1 回づつ年 2 回形成される。 
ロ）両大洋におけるキハダの孵化から、第 1 輪形成までの時間の長さが等しいものとす

れば、また、読みとった I1i が両大洋において対応するものとすれば、I1 以前におい

ては大西洋域における成長は太平洋域に比して早い。 



ハ）I1 以降においては、同輪紋数（または同一年齢）のものでは、大西洋域のキハダの

体長が、太平洋域のものよりも大きい。 
ことなどを指摘している。I1 を 1 歳とすれば、I2 が 2 歳、I5 が 3 歳となる。 
 楊、能勢、桧山の結果を、第 49 表と比較すると、両者の間には著しいちがいがあるが、

第 52 表は魚体組成に基づづくもので、研究手法の相違を反映したものと思われる、 
 同じ体長のものでも鱗の大きさが両大洋産間で異なること、および、同一年齢のもので

も両大洋産間の体長に著しい差があることなど、楊らによって指摘されたことは、両大洋

産のキハダがそれぞれ独立の Population である可能性を示すものとして注目される。 
 寿命については明かでないが、楊、能勢、桧山は最大計算体長 I∞を 222.8cm と示してい

る。 
 
 
―食性― 
 
 断片的な報告はあるが、格別に取りあげて記述するほどの知見はない。ゾロコフは、餌

科生物は棲息海域の生物相に応じて変化すると記述している。 
 
F、コシナガ 
 コジナガは、漁業生物学的にみると不明な点の多いマグロである。既往の知見は Jones
（1963）によってあらまし以下のように要約されている。 
 

1、 分布 
 西部太平洋とインド洋の沿岸域に分布し、西はアデン湾、ソマリランドからオース

トラリアを経て東はフィリピン、台湾、日本近海まで出現が知られている。インド洋

での分布は、ソマリランド沿岸、アデン湾からアラビア、西パキスタン、インド、マ

ルダイブ、セイロン、アンダマン、マラヤ、スンダ列島を経てオーストラリア西岸の

Fremantle 沖に達する。上述のように、インド洋の東側ではおよそ 32°S の南方に

まで分布するが、西側では赤道以南からは出現が知られていない。アフリカ沿岸の赤

道以南から出現が報告されていないことが、この方面に分布しないことを示すものか

否かは疑問である。沿岸域のみに出現が記録されているのに、大きな河川の河口附近

に出現が記録されていないのは、この魚が低鹹水さけることを示すものである。この

魚は沿岸の浅海と外洋の中間に分布する。Hardenberg（1949）は、“自分の経験では、

この魚は外洋の表層には少ないもののように思われる”と述べ、Serventy（1956）
は、“100 尋線より沖合には出現しない”と述べている。 

2、 繁殖 
 年齢と成長および最初の成熟に達するときの大きさなどに関する知見は全くない。



Vizhingam（インド）で測定された♀の最大形は、体長 840mm であった。♂の最大

形は815mmと記録されている。しかし、Vizhingamで行われている流網の漁獲物は、

主として体長 600～800mm のもので構成されている。Mannar 湾で曳縄で獲れるも

のの体長範囲は 400～780mm で、480～540mm にモードをもっている（Silas,1962）。
オーストラリアの Shark Bay 附近で、1954 年 8～12 月に“Isobel Survey”で獲れた

ものは大きく、最も大きいものは、体重 34lbs、体長 105cm であった（Serventy、
1956）。 
 Rao（1962）は成熟した卵巣残留卵を得ているが、卵は透明で、平均の卵径は

1.09mm であり、直径 0.31～0.33 の油球を 1 個もっていた。 
 食性については詳細な情報はない。Rao は 1959 年 9 月に Vizhingam で刺網で獲れ

た 635～815mm のもの 26 尾を調べたが、中 15 尾は胃が空で、残りはイカ、サバ、

アジ、ムロアジなどを食っていた。Mannar 湾で 1956 年 6～11 月に曳縄で獲れたも

のでは、食物は甲殻類、頭足類、魚類の順に多かった（Silas、1962）。 
 

G、タイセイヨウマグロ 
 コシナガと同様に漁業生物学的知見の乏しいマグロである。既往の知見は Idyll.DeSylva
（1963）によって、あらまし以下のように要約されている。 
 
1、 分布 

 この魚は南部ブラジル、Trinidad から、メキシコ湾、カリブ海を経て、Cape Cod、
Bermuda 方 面 の 熱 帯 大 西 洋 に 分 布 す る も の の よ う で あ る

（Rosa,1950;Morice.Cadenat,1952;Mather.Day,1954;Mather.Gibbs,1957;Springer.
Bullis,1956）。Rivas（1961）は、南アフリカから 1 尾を報告しているが、これはメ

バチである可能性がある。西南大西洋や東部大西洋では、この魚は往々にしてメバチ

と混同されており、ときにはキハダの若年魚とも混同されているもののようである。

他のマグロ類と同様に、春～夏季には分布域を高緯度に拡大する。 
 Klawe.Shimada（1959）は、メキシコ湾の西部と北部およびミシシッピー河の三

角洲沖合からこの魚の若漁の出現を報告している。Klawe（1961）は、下表のように、

捕食魚の胃の中からこの魚の幼魚を得ている。 
年月日 体長（mm） 位   置 捕食魚 

1953.7.16 96 32°27′N、79°01′W カマスサワラ 
1953.10.11 96 26°01′N、78°06′W カマス 
1954.6.12 99 27°44′N、77°31′W シイラ 
1954.6.22 58 26°10′N、78°13′W カツオ 

 若年魚と成魚が Springer・Bullis（1956）によってメキシコ湾から報告されている。

成魚は Ocean City に至るまでの北西大西洋に一般に分布している。マイアミ沖では



周年漁獲されるが、盛漁期は 11～12 月と 4～5 月である（de Sylva、未刊）。大群

がメキシコ湾からカリブ海にみられ（Springer、1957；Wathne、1959）。キューバ

沖には周年出現する（Rawlings、1951；Caabro・Bello、1961）。 
2、 繁殖 

 成熟魚が 4 月にマイアミ沖に出現する。成熟魚の体長は、♂では 48cm、♀では 52cm
で、年齢にして 2 歳である。大型魚の方が早期に成熟するもののようである。 
 マイアミ沖での産卵期は 4～11 月である（de Sylva、未刊）。♂のあるものは 2
月に既に成熟しているが、精液のみられるのは 11 月までである。游漁者の漁獲物か

らみると、産卵盛期は 5 月と推定される。仔・稚の出現状況（Klawe・Shimada、1959）
からみて、メキシコ湾の西部と北部では 6～9 月に産卵する。Coaabro・Bello（1961）
はキューバでは成熟中のものが 2 月にみられ、6 月には産卵後のものがみられると述

べているが、この資料からは産卵期は明かでない。 
 仔・稚の分布（Klawe・Shimada、1959；Klawe、1961）からみて、産卵はかな

り沖合のフロリダ海流域で行われるものと思われる。Morice・Cadenant（1952）は、

産卵が Lesser Antilles 近海で行われる可能性を示唆している。 
 de Sylva の予備的調査によると、体重 15lbs、尾叉長 70cm のものは 5 歳である。

この魚は少なくとも 26.5lbs に達するから（Morice・Cadenat、1952）、5 歳以上生

きるものといえる。 
 この魚はの摂餌については、Springer（1957）、Gudger（1941）；Morice・Cadenat
（1952）などが記述している。食物の研究からみると、この魚は一般に深層で摂餌し、

ときとして表層の小魚の群を食っている。食物については Beebe（1936）と Caabro・
Bello（1961）の高汎な研究がある。Bermuda 海域で獲れたものの胃の内容物中に

Beebe は、深海魚、表層魚、イカ、amphipoda、カニ、エビ、Stomatopoda の幼生

を見出している。Caabro・Bello はキューバ近海で獲れたこの魚は 86 尾の食物の 60％
以上は魚類で、イカが 24％、Stomatopoda の幼生が 9％、カニが約 3％、その他の甲

殻類が約 5％であった、と述べて、魚類では Balitis、Monacanthus、Acanthurus、
Serranids、Clinids、Holocentrids および Priacanthids などが最も重要なものであ

る、と述べている。 
 

H）カツオ 
 
 H－1、太平洋のカツオ 
 
―産卵習性― 
 
 Waldon（1963）の要約に若干の知見を補足すると、太平洋のカツオの産卵習性に関する



知見のあらましは以下の如くである。 
1、 成熟に達する大きさ 

 成熟に達する年齢については、まだ確実な知見はない。Brock（1954）はハワイに水

揚げされるものの体長組成に基づいて年齢査定を行い、カツオは 1 歳で産卵するものと

考えられる、と述べている。Marr（1948）はマーシャル群島海域で漁獲されたものを

調べ、♂では 391mm で成熟したものが、♀では 407mm で産卵後のものがみられた、

と報告している。Wada（1950）はフィリピン近海産について、大部分のものは 40cm
以上で成熟するが、34cm で成熟したものがみられた、と述べている。矢部（1954）は

薩南海域で獲れたものについて、成熟卵巣卵をもった最小型は 46.8cm で、相川、加藤

（1938）の年齢査定にしたがえば 4 歳である、と述べている。 
 

2、 抱卵数 
 矢部（1954）は薩南海域産について抱卵数を第 53 表のように示し、個体差が著しい

ことを示している。 
第 53 表、魚体別の推定成熟卵巣卵数 
Table. 53 Estimated number of maturing ova of skipjack tuna by size of individuals 
 
体長（cm） 体重（kg） 卵巣重量（g） 熟度 卵数（粒） 

46.8 2.55 106.5 熟 113,364 
49.5 3.20 227.0 熟 856,180 
54.5 4.50 119.0 未熟 565,131 
56.2 5.25 250.0 熟 609,730 
61.0 5.96 148.9 未熟 859,897 

 
   Sehaefer（1962）はカリフォルニア湾産、Rothschild（1963）はハワイ近海産、Joseph
（1963）は東部熱帯太平洋産、Yoshida（M.S.）は Marquesas 島近海産について、それぞ

れ体長と 1 回に産出される卵数を下表のように示している。 
著  者 体長（cm） 卵 数（103 ） 

Schaefer 
64 
68 
71 

480 
800 
1000 

Rothschild 
44 
77 
87 

280 
1300 
1900 

Joseph 60～72.5 200～1600 
Yoshida 43～75 100～2000 



 
3、 産卵期 

 生殖腺の熟度と仔・稚の出現状況から、太平洋のカツオの産卵期が考察されている。

仔・稚は游泳力が小さく、孵化後あまり時間を経ていないから、産卵期や産卵海域の指

標としては、生殖腺の熟度よりも優れているといえよう。既往の諸知見を表示すれば第

54 表の如くである。 
 
第 54 表、太平洋のにおけるカツオの産卵期 
Table.    Spawning periods of skipjack tuna in the Pacific Ocean 

著 者 海 域 産卵期 研究手法 
Kishinouye 

(1923) 
薩南 5～8 月 生殖腺 

矢部 
（1954） 

薩南 5～8 月 生殖腺 

八百 
（1955） 

西太平洋 6～8 月 生殖腺 

Wada 
(1950) 

フィリピン近海 
周年 

（盛期、春～夏） 
生殖腺 

Wada 
(1951) 

フィリピン近海 
周年 

（盛期、9～4 月） 
仔・稚 

Marr 
(1948) 

マーシャル群島 
近海 

4～8 月 
生殖腺 
仔・稚 

Matsumoto 
(1958) 

中部太平洋 
4 月と 12 月を除く 

周年 
仔・稚 

Brock 
(1954) 

ハワイ近海 2～9 月 生殖腺 

Sherman.Brown 
(M.S.) 

ハワイ近海 5～7 月 仔・稚 

Yoshida 
(M.S.) 

Marquesas~ 
Society 近海 

11～4 月 
生殖腺 
仔・稚 

Schaefer.Orange 
(1956) 

Revillagigedo 近海 夏～秋 生殖腺 

Schaefer.Orange 
(1956) 

中米沿岸 12～3 月 生殖腺 

Schaefe.Marr 
(1948) 

中部沿岸 1～3 月 
生殖腺 
仔・稚 



 
   表のように、大まかにみると、低緯度海域では産卵期が長く周年に及ぶが、高緯度に

移行するにつれて短縮されて明瞭となり、それぞれの半球の春～夏季に限られる傾向が

みとめられる。しかし、東部赤道太平洋とフィリピン近海では異なった様相を示してい

る。東部赤道太平洋の場合は、キハダやメバチの場合と同様に、ペルー海流と赤道湧昇

の季節消長と産卵期とが密接な関係にあるといえよう。Wade（1951）の結果から、川

崎（1964,1965）は、フィリピン近海における産卵盛期を北半球の冬季と考え、以東の

太平洋のものとは別個な種族の所在を想定している。しかし、フィリピン近海での産卵

盛期に関する Wade（1950）と Wade（1951）の見解はかなり異なったものとなって

おり、かような相違は研究手法や資料の誤差に基づく可能性が考えられるから、さらに

充実した資料に基づく研究が必要であろう。横田他（1961）は、後述のように（少年

前期の項参照）、薩南、沖縄方面での産卵盛期が春～夏季である可能性を示している。 
 
4、 産卵域 

 第 54 表のように、太平洋のカツオは熱帯から亜熱帯の広汎な海域で産卵するが、こ

のような広汎な海域で均等に産卵しているものではない。 
 Schaefer.Orange(1956)と Orange(1961)らは生殖腺の成熟状態から、東部熱帯太平洋

でのカツオの産卵活動は全般的にみるとあまり大したものではない。しかし、

Revillagigedo と Cocos 島近海ではかなりの規模で産卵する可能性がある。と想定して

いる。Matsumoto（1958）は、東部赤道太平洋の 120～130°W の範囲では、稚魚網

の採集物にカツオの仔・稚の出現が少ないことをみとめ、この範囲の海域では産卵があ

まり活発でないことを示唆している。 
 横田他（1961）は、後述のように（少年前期の項参照）、薩南から沖縄に至る海域は

カツオの重要な産卵域であるが、この方面での発生量には年変動が激しい、と述べてい

る。 
 Rothschild（1965）は、仔・稚の出現や生殖腺の成熟状況から導かれた産卵海域に関

する既往の知見と、東部熱帯太平洋と中部太平洋で獲れるものの魚体組成および標識放

流実験の結果などを総合し、東部熱帯太平洋のカツオの補充源は中部太平洋にある、と

想定している。川崎（1964、1965）は、さらに、太平洋のカツオの主産卵域は中部熱

帯太平洋にあり、中部熱帯太平洋で発生したものが、成長に伴って、分布の縁辺部に回

游し、成熟すると中部熱帯太平洋に回帰するものと想定している。上述の両者の想定は

よく似ているが、上柳（1969）は、カツオの仔・稚の相対的な分布密度が、赤道太平洋

では西高東低の傾向を示し、150°W 以西における分布密度は、キハダの仔・稚のそれ

に比して著しく大きい、と述べている。Matsumoto（1966）によって示された太平洋

におけるカツオの仔・稚の採捕地点は第 253 図の如くである。 
 



第 253 図、カツオの仔・稚の採捕地点（1949～1964） 
Fig.253  Location of capture of skipjack tuna larvae、1949～1964 
 

―卵の形状― 
 
 矢部（1954）は、薩南海域で獲れたカツオから成熟卵巣卵を得て以下のように述べてい

る。 
イ）成熟卵巣卵の直径は 0.80～1.17mm である。 
ロ）卵膜と卵黄には特別な構造がない。 
ハ）油球は 1 個でその直径は 0.22～0.27mm、平均 0.23mm であり、濃黄色を呈する。 

 Brock（1954）はハワイ近海で得た成熟卵巣卵について、卵径の平均は 1.125mm で、油

球が 1 個あり、その直径は 0.22～0.45mm である、と記述している。 
受精卵や受精卵の孵化に要する時間については、まだ知見がないが、マグロ類の場合と

大差ないものと思われる。 
 
―仔魚と稚魚― 
 
 仔・稚の形態と水平分布に関する知見は、Ⅲ－１－ⅲと上述の産卵習性の項に記された

如くである。垂直分布については； 
イ）昼間は表層ではほとんど採捕されないが、夜間には表層でも採捕され、昼夜によっ

て深浅回游する。 
ロ）仔・稚は 40～50ｍ以浅に分布する。 

などの知見がある（Ｗade，1951；矢部、1955；Matsumoto、1958；Yabe 他、1962）。 
 
―少年前期― 
 
 少年前期のものが成魚と同様な形態となるのは 200～250mm であろう。と考えられてい

る。体長 40～50mm 程度のものには向光性があり、往々集魚灯下で採捕されている。体長

13mm から 225mm までのものの採捕状況は、Waldon（1963）によって第 55 表のように

整理されている。 
 
第 55 表、カツオの少年前期の採捕記録 
Table.55  Record of capture of pre-juvenile skipjack 
 

著 者 採捕地点 体長（mm） 尾数 採捕年月 
Kishinouye 琉球海域 210 1 1916.8 



(1923) 
Kishinouye 

(1924) 
琉球海域 

105 
125 

2 1923.7 

Kishinouye 
(1924) 

琉球海域 
120 
125 

2 1924.6 

Kishinouye 
(1924) 

薩南海域 58～85 6 1924.5 

Kishinouye 
(1926) 

薩南海域 26 1 1924.4 

Kishinouye 
(1926) 

琉球海域 210 1 1923.8 

Kishinouye 
(1926) 

琉球海域 100～140 3 1924.6 

Inanami 
(1942) 

トラック島近海 198 1 1939.4 

Inanami 
(1942) 

トラック島近海 45 1 1940.5 

Schaefer.Marr 
(1948) 

9°22.5′N 
85°47.5′W 

21 1 1947.1 

Schaefer.Marr 
(1948) 

9°10′N 
82°20′W 

44 1 1947.3 

Marr 
(1948) 

ビキニ環礁 
45 
50 

2 1947.7 

Wade 
(1950) 

6°37.2′N 
121°31′E 

13～27 6 1944.7 

Eckles 
(1949) 

20°30′N 
158°45′E 

113～118 6 1948.7 

Shimada 
(1951) 

3°50.5′S 
171°48.5′W 

35～48 2 1950.7 

Shimada 
(1951) 

4°30′S 
172°11′W 

20～36 3 1950.8 

 
 マグロ・カジキ類などに捕食されたものについて、Shimada（1951）は下記のような 7
個体を記述している。 
 

月 日 採捕地点 体 長 



7/21 
1°30′N 

154°54.08′E 
130 

7/24 
2°28′N 

155°01′E 
132 
168 

8/4 
1°10′N 

157°29′E 
81 
94 

8/8 
1°14′N 

157°28′E 
132 
148 

 
 須田（1953）は、既述のように（Ⅱ－F－ⅰ参照）、ミッドウェー北西海域、小笠原～南

鳥島海域、マリアナ群島北部近海などで漁獲されたマグロ・カジキ類の胃内容物中から出

現したカツオの体長組成を第 26 表のように示し、春～夏季の小笠原海域ではカツオの少年

期群が多数出現しているが、冬季には出現しないことを示し、かような差異のみられる原

因を亜熱帯収斂線の季節移動によるものと想定している。 
 薮田（1953）は、小笠原近海で獲れたマグロ・カジキ類に捕食されたカツオの季節別体

長について第 56 表を示している。 
 
第 56 表、捕食魚の胃内容物中のカツオの体長組成（小笠原近海） 
Table. 56  Length frequency of skipjack tuna from stomach contents of predators(Seas 

adjacent to the Bonins) 
 

月 体  長  （cm） 
 8～10 10～12 12～14 20～22 30～34 34～38 38～42 

11～12 ― 1 ― ― 1 ― ― 
2 ― ― ― ― 3 3 2 

3～4 1 5 3 3 1 1 1 
 
 資料は甚だ少ないが、上表は須田（1953）の第 26 表と同一傾向の季節変化を示すものと

いえよう。 
 横田他（1961）は、1959～1961 年に、スルー海からバレー海峡方面を経てトカラ列島に

至る広範囲の海域で、活餌漁業で漁獲されたカツオに捕食されたカツオの少年前期群の尾

叉長範囲を第 57 表のように示し； 
イ）少年前期群がこれらの海域に広く分布すること、 
ロ）薩南、トカラ、沖縄本島近海では、春～夏季に発生後 1～3 月のものが集団的に捕食

されていること 
ハ）ロ）の現象はこれらの海域での産卵がカツオの補充源として重要な意義をもつこと



を示すものであること、 
ニ）トカラ海域のような潮目のできる海域で多く捕食されていること、 
ホ）しかし、これらの海域での発生量には年変動が激しいとみとめられていること、 

などを述べている。 
第 57 表、カツオに捕食されたカツオの体長組成（スルー海～トカラ列島近海） 
Table. 57  Length frequency of skipjack tuna found in the stomack contents of adult 
skipjack(Sulu Sea~TOKARA  waters) 
 

 1959 1960 1961 
Month Feb Mar Apr May Jun Jan Feb Mar Apr May Jan Feb Apr May 

F.L.(mm)               
15 ― ― 12 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
20 ― 1 7 14 1 ― ― ― ― 1 ― ― ― ― 
30 ― ― 370 30 14 ― ― ― ― 6 ― ― 35 2 
40 ― ― 226 19 30 ― 1 ― 5 ― 12 ― 104 3 
50 ― ― 49 16 13 ― 6 ― 1 2 ― ― 3 1 
60 ― ― 54 10 19 ― 4 ― ― ― ― ― 1 2 
70 ― ― 11 ― 16 1 2 ― ― 1 ― 1 2 3 
80 ― 1 1 2 10 ― 1 ― ― 2 ― ― ― ― 
90 1 1 ― ― ― ― 2 4 ― ― 1 2 3 ― 
100 ― 1 ― ― 2 ― ― ― 2 ― 2 ― ― ― 
110 ― ― ― ― ― ― 1 ― 1 ― 8 ― ― ― 
120 ― ― ― ― ― ― ― ― 1 ― 3 2 ― ― 
130 ― ― ― ― ― ― ― 1 ― ― 2 1 ― ― 
140 ― ― ― ― ― 1 ― ― 5 ― 1 ― ― ― 
150 ― ― ― ― ― ― ― 1 4 ― 1 ― ― ― 
160 ― ― ― ― ― ― ― ― 1 ― ― ― ― ― 
170 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
180 ― ― 5 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
190 ― ― 5 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
200 ― ― 13 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1 ― 
210 ― ― 1 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
220 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2 ― ― ― 
230 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
240 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1 ― ― 



 
 横田他（1961）の場合は捕食魚が異なるので、須田（1953）その他とは比較できないが、

少年前期群が熱帯から亜熱帯に広く分布することを示すものといえよう。かような事象に

ついて川崎（1965）は、“夏季に太平洋中央水域で孵化した稚魚は、成長とともに次第に北

太平洋に拡散し、翌年 3～5 月には 10～15cm の幼魚として 30°N 附近まで到達するもの

であろう”と想定している。第 26 表をみると、1～3 月にミッドウェー北西海域に出現する

ものと、12～2 月に小笠原～南鳥島海域に出現するもののほとんどすべては、すでに少年前

期を脱したものである。少年前期群についてみると、その出現する海域の北限は、夏季に

は小笠原～南鳥島海域に達し、さらに南方のマリアナ群島北部にもその分布はつづいてい

る。また、横田他（1961）、Shimada（1951）その他によれば、その分布は赤道方面にも

及ぶものといえよう。冬季における分布の北限については資料がなくて明かでない。しか

し、夏季に小笠原～南鳥島海域に来游したものが、そのままこの方面に滞留し越冬しない

ことは、第 26 表からうかがわれるところである。このことは、“小笠原方面に出現する少

年前期群が、亜熱帯収斂線の季節移動に伴って移動している”との須田（1953）の想定の

妥当性を強く支持するものと考えられる。したがって、少年前期群の主体は亜熱帯収斂線

以南の海域に広く分布し、分布域の北限は亜熱帯収斂線の季節移動に伴って移動し、夏季

には 30°N 附近に達するとみるのが妥当であろう。南太平洋からは知見が乏しく明かでな

いが、赤道を距てて北太平洋とおおむね対称の関係にあるものと想定される。 
 
 
―最小成体― 
 
 産卵習性の項に述べたように、海域によって異なり、熱帯海域では尾叉長 40cm 内外で成

熟するものがある。かように成熟に達する大きさが海域によって異なる理由は、キハダの

項で述べたように、まだ明かにされていない。 
 
 
―年齢と成長・寿命― 
 
 太平洋産のカツオの年齢と成長に関する既往の知見を一括して表示すれば、第 58 表の如

くである。 
 
第 58 表、カツオの年齢と成長（太平洋） 
Table. 58  Age and growth of skipjack tuna (Pacific Ocean) 
 
年齢 1 2 3 4 5 6 7 研究者 



体長

（cm） 
23～37 37～46 46～55 55～64 64～72 72～80 80< 

相川・加

藤（1938） 

 43 70 80     
Brock

（1954） 

 37 52 64～65 73～76 85   
横田他

（1961） 

 15 45 63 73 77   
川崎

（1965） 
 上表のように、研究者によって研究結果はまちまちである。相川・加藤のものは、脊椎

骨の輪紋が年輪である、との前提に基づづいたもので、他は体長組成のモードの移行を追

跡したものである。川崎（1965）は、北半球の夏季を基準とした場合、上表に示された彼

の結果がおおむね妥当なものであろう、と述べている。 
 川崎（1955）は、カツオの成長度に海域差と季節差があるとし； 

イ）夏季には、いわゆる“瀬つき群”の成長率は回游群のそれに劣るが、その理由は“瀬

つき群”が性的に成熟の過程にあるからである。 
ロ）冬季には成長率が逆転し、“瀬つき群”の成長率が回游群のそれを上廻るが、その理

由は“瀬つき群”が索餌群となり、回游群が“瀬つき”となって性的活性が高まる

ためである。 
と述べている。この想定にしたがえば、産卵は“瀬つき群”によって行われることになり、

大洋中で広く産卵されることを示す第 252 図とは調和はしない。 
 Yamashita.Waldon（1959）は、体重約 2.5kg のものについて行った標識放流実験の結果

から、月間の成長量を約 0.36kg、年間のそれを約 4.36kg と報告している。Schaefer et 
al(1961)は、東部太平洋における標識放流実験の結果から、放流時の体長 40～55cm のもの

の年間の成長量は体長で12.1cm、体重で2.7kgであると述べている。また、Schaefer（1961）
は、体長組成から、45cm 級のものの年間の成長量は 12～15cm である、と述べている。 
 寿命については明かでないが、Kishinouye（1923）は、体長にして約 100cm、体重にし

て 25kg のものは極めて稀である、と述べている。 
 
 
―食性― 
 
 Waldon（1963）は、カツオが摂餌する場所について、 
 “摂餌中のカツオがみられるところは、沿岸でも沖合でも、浅海でも深海でも、外洋水

中である。垂直方向の索餌範囲は明かでないが、表面の直下で摂餌するものと知られてい

る”。 
と述べている。 



 カツオには、一般に群をなして表層にイワシなどの餌料生物を集めて摂餌する習性のあ

ることが知られている。しかし、ときとしてはイカなども重要な食物をなっているから、

必ずしもごく表層のみで摂餌するものとは考え難い。 
 ホノルルの Burean of Commercial Laboratory では、調査船の吃水線下にのぞき窓をつ

くってカツオの摂餌行動を観察し、 
 “索餌中には口を少しあけて水平に泳ぎ、エサをとるときには口を大きくあけ、捕食す

ると閉じる。エサは、上方に向って泳ぐときにも、下方に向かって泳ぐときにも、とられ

るもののようである”。 
と述べている。 
 カツオの食性に関する川崎（1965）の記述に若干の補足を加えると、そのあらましは以

下の如くである。 
 
1、食餌組成 
  日本近海でのカツオの食物が多種多様であることは岡村他（1909）；柳（1911）；

Kishinouye（1923）；Suyehiro（1942）らによって示されている。堀田、小川（1955）
は、1949～1951 に集められた資料から海域別の胃内容物を調べて、第 59 表を示し、 
イ）食餌組成と各海域で食物となっている水族の分布状態とはよく一致する。 
ロ）このことは、カツオの食物に対する選択性はあっても弱いもので、むしろ棲息海

域に多いものや捕食し易いものをとっていることを示す。 
  と述べている。 
  
第 59 表、カツオの胃内容物 
Table. 59  Stomach contents of skipjack tuna 
   
海  域 胃  内  容  物 

東北海区 カタクチイワシ、カタクチシラス、イカ類、オキアミ類 
伊豆諸島水域 カタクチイワシ、カタクチシラス、イカ類、サバ類、オキアミ類、

エビ類 
小笠原水域 トビウオ類、カツオ幼魚、イカ類、アイゴ科、イットウダイ科 
四国南岸水域 マアジの幼稚魚、サバ類、イカ類、エビ類、ヨコエソ科 
バリンタン水域 イカ類、アジ科 
トカラ・沖縄水域 サバ類、カツオ幼魚、ソウダガツオ類、トビウオ類、フグ類、カワ

ハギ類、エビ類、カニ幼生 
五島水域 カタクチイワシ、マアジ 
 
 Ronguillo（1953）は、フィリピン近海産の 115 尾の胃から、34 科の魚類と 5 科の無脊



椎動物を見出している。 
 ハワイに水揚げされたものの食物について、Welch（1949）は魚類が最も多かったこと

を；Yuen（1959）はムロアジ属（Decapterus）が最も重要で、ボウズコンニャク属（Cubiceps）
がこれにつぎ、他のものは少なかったことを報告している。また、Tester,Nakamura（1957）
は、尾叉長 40～60cm のカツオの胃内容物について、イカが最も多く、ついで魚類が多か

ったと述べている。Waldon.King（1962）は、中部太平洋産のカツオの食餌組成は、魚類

75％、軟体動物 20％、甲殻類 4％であったと述べている。 
 東部太平洋産については多くの研究があり、それらの概要は以下の如くである。 

イ ） カ リ フ ォ ル ニ ア 湾 内 の も の の 主 な 食 物 は “ 赤 い カ ニ ” で あ る

（STeinbeck.Ricktts,1941). 
ロ）コロンビア、ペルー沖合では小さな中層回游性魚類 Vinciguerra Iucetia が相当量

摂取されており（Ahlstrom,Counts,1958;Hildebrand,1946）;チリー沖では、カタ

クチイワシ属、マイワシ属、トビウオ、カニの幼生、オキアミ、イカなどが主要

な食物となっている（Mann,1954;Buen,1958）。 
ハ）Schaefer（1960）は、魚類が 33％、軟体動物 4％、甲殻類 62％と述べている。 
ニ）Alverson（1963）は、胃内容物を排水量で比較し、甲殻類 59％、魚類 37％、頭

足類 3％と報告している。 
以上のように、太平洋産のカツオの胃内容物は、海域と季節によって、質的にも量的にも

著しく異なったもので、渡辺（1960）がマグロ類について述べているように、熱帯海域で

は食物が質的に多様であり、高緯度海域では単純である傾向を示している。このことは、

それぞれの海域の Fauna を反映したものといえよう。 
 
2、摂餌活動の時間帯 
  宇田（1940）は、漁獲量の時間的変化から、摂餌活動は 5～9 時に最も活溌で 12～13
時に第 2 のピークがあり、16～18 時に不顕著ではあるが第 3 のピークがみられると述べて

いる。Nakamura（M.S.）は、午前のなかばに摂餌活動が最も活溌で、正午には最も不活

溌となり、日没前に再び活溌となる、と述べている。Yuen（1959）の資料によると、摂餌

活動は正午の直後に最も不活溌で、朝と夕方に活溌であることを示している。 
 以上のように、三者の見解は、摂餌活動が朝と夕方に活溌である。という点では一致し

ている。 
 
3、 飼育による食性の観察 

 Nakamura（1962）はホノルルの Kewalo Basin につくられた直径 23 フィートのタ

ンクにカツオを入れ； 
イ）タンクに収容後 8 日間は摂餌しなかったが 9 日目からエビを摂りはじめた。 
ロ）1 日 1 回投餌して飽食させたが、摂餌量はカツオの体重 1 ポンド当り 1.6 オンス



であった。 
ハ）食物は表面か沈降中に摂取されたが、底に沈んだものは全く摂らなかった。 
ニ）食物の大きさに対する選択性は飽食の度に応じて増大する。餓えているときには

丸のままのイカやエビをとるが、少し食物をとると丸のままでは食わなくなる。

しかし、食わなくなったものを取り出して刻んで与えるとすぐとる。 
ホ）ティラピア、Stolephorus Purpurens , threadfin shad などの活魚は全くとらなか

った。 
ヘ）日没後には食物に全く関心を示さなかった。 

などの事象を観察している。夜間に摂餌しないことは注目に値する。したがって、イカなど

は昼間にやや深層で捕食するものとみられよう。また、飼育されて死餌に馴らされると、活

餌をとらなくなることも興味深いことである。 
 
4、 成長に伴う胃内容物の変化 

 堀田、小川（1955）は、南西諸島海域で成魚に捕食されていた 8～10cm にモードをも

つ 3～10cm の幼魚の胃の内容物が、 
種類 甲殻類 矢虫類 魚類 原生動物 魚卵 不明 

個体数 162 1 24 1 6 10 
のようであったことを述べているから、幼魚は完全な動物プランクトン食といえよう。 
 Yuen（1959）は、ハワイ海域でとれたカツオについて体長群別に食餌組成を調べ、第

254 図を示している。 
 
第 254 図、体長別の胃内容物（川崎、1965）ｐ34 
Fig. 254   Stomach contents of skipjack tuna by size 
 
 第 254 図はカツオが成長に伴って、プランクトン食から雑食となり、ついに魚食性と

なることを示唆している。 
 Alversen（1963）は、東部太平洋産について、体長 45～60cm のものでは排水量で食

物の 33％が魚類であり、60cm 以上のものでは 62％が魚類であった、と述べている。 
 

5、 エサツキ 
 活餌漁業の場合には延縄の場合と異なり、エサツキの良否が認識できる。この問題に

関する知見の概要は以下の如くである。 
1）宇田（1933）は、飽食しているものと空腹のものとはエサツキが良または不良で、

中間的な胃内容量の場合には胃内容量が少ないほどエサツキが悪くなる、と述べて

いるが、かように断定するには資料が乏しすぎるように思われる。 
2）末広（1938）は、空腹期間の長かったものほど胃の粘膜のヒダが明瞭であるが、飽



食したものでは多かれ少なかれヒダが消失している。前者の場合には概してエサツ

キがよく、後者では悪い。 
と述べている。 

3）堀田他（1959）は、胃内容物量とエサツキの関係を調べ、 
イ）空腹のものほどエサツキがよい。 
ロ）しかし、同じ空腹状態のものでも、胃の粘膜のヒダが長期にわたって完全に空

腹状態にあったものと、ヒダが消失して空腹になって間もないものとがあり、

エサツキが悪い群から釣れるものは前者が大部分である。エサツキ良好の群か

ら釣れたものには後者も混っている。 
ハ）エサツキ良好群には空腹のものの割合が高い。 

などと述べている。同様な観察が Yuen（1959）によっても行われている。 
4）木村（1954）は、エサツキ良好群の出現割合（以下 B と略記する）を業者の報告

に基づづいて検討し、 
イ）初漁期または終漁期のように漁船が少ないときには B の値が大きく、盛漁期と

くに 7 月下旬ないし 9 月上旬には小さい。 
ロ）素群とサメツキ群では 7～8 月に B の値は大体等しいが、鳥ツキ群では一般に B

が小さい。 
ハ）新たな海域にはじめて漁場が発見されたときには、B は大抵大きい値を示すが、

同じ漁場に漁船が集中して操業をつづけると、B は次第に小さくなる。 
ニ）ある海域に漁船が集中し、魚群の発見数が最大となる旬に対し、B の値はその

旬または次旬に極小値を示す。その結果漁況が不振となり、漁船がその漁場か

ら分散して魚群を探すようになると、群の発見数は減少し、B は増大する。 
ホ）以上を総合すると、夏にカツオのエサツキが悪いといわれている現象は、必ず

しも生理状態に変化が生ずるということでもなく、また海洋條件に支配される

ものとも考えられない。漁船がある海域に集中すると B の値が低下し、分散す

ると大きくなるものといえる。 
ヘ）小さな群ではエサツキ良好なものが極めて稀である。 

などと述べている。 
 以上の知見を通観すると、エサツキの問題には漁業者の主観的な要素がかなり含まれ

ているもののように思われる。 
 5）八百（1962）は、 
   “大群ほどエサツキが良好と判断される場合が多く、小群ではよほどエサツキが

良好である場合以外はエサツキ不良と判断される傾向がある。” 
と述べ、エサツキの良否が群からの間引きの度を示すものではなく、一操業当りの

漁獲量を示すものである可能性を指摘している。 
   エサツキの良否の検討には、カツオの生理的要求に基づづく摂餌活動の時間帯も



併せて考察する必要があろう。エサツキの良否の原因がなんであっても、操業開始前に

エサツキの良否を判定する方法が確立されない限り、生物学的には有意義であっても、

実用的には意義のないものといえよう。 
 

H－2、インド洋のカツオ 
 
 インド洋のカツオに関する漁業生物学的知見は、太平洋のもののそれに比して乏しく、一

層地域性の強いものとなっている。 
 
―産卵習性― 
 
 Raju（1964）は、Minicoy 島の周辺 4～6 マイルの範囲で、1958 年 5 月から 1959 年 4 月

に竿釣り漁業で漁獲されたものの卵巣を発育段階によって、 
a.未熟（Immature）直径 0.1～0.19mm の卵をもつもの。 
b.成熟中（Maturin）直径 0.23～0.43mm の卵をもつもの。 
c.成熟（Mature）直径 0.43～0.83mm の卵をもつもの。 
d.完熟（Ripe） 
e.放卵後（Spent） 

の 5 段階に区分し、 
イ）同一卵巣内に成熟段階（卵径）を異にする卵団があり、それらが平行的に成熟の段階

をすすめることから（第 255 図）、同一魚が同一産卵期中に多数回産卵すること； 
 
第 255 図、未熟から成熟までの卵の発育過程を示す卵径頻度（カツオ・Minicoy 海域） 
Fig. 255   Ova diameter polygons showing stages in development of the ova from the 
immature.  Maturing to mature stage of sexual maturity in Minicoy waters(skipjack 
tuna) 
 
ロ）未熟、成熟中、成熟のものの出現状況からみると（第 256 図）、8～9 月 9には成熟の

ものが出現しない。このことは、この季節には産卵しないことを示唆する。11 月中旬

から 1 月にかけては成熟したものが出現するが、その割合は 2～6 月に比較すると小さ

い。このことはMinicoy島海域での産卵盛期は 2～6 月であることを示唆する。 
 
第 256 図、主要な成熟の 3 段階（未熟、成熟中、成熟）の卵巣をもったカツオの月別百分率

（Minicoy、1958 年 5 月～1959 年 4 月） 
Fig. 256   Relative percentage distribution of skipjack with ovaries in 3 major stages of 
                                                   
9 第 ○ 図によれば 8～10 月となっている。 



sexual maturity ( immature , matuving and mature ) during different 
months of the period of observation  May 1958 ~ April 1959 at Minicoy ) 

 
ハ）産卵期中に成熟中の卵をもったものの最小形は全長 40～45cm で、35～45cm のも

のはほとんど未熟とみられた。したがって、成熟に達する最小形は、全長にして 40
～45cm と思われる。 

ニ）全長 418～703mm のカツオ 63 尾の抱卵数は 15 万～200 万であった。 
などと述べている。 
 Jones.Silas（1963）は、上述の Raju の知見に、Jones（1959）の知見および成熟魚の出

現状況などを加えて； 
イ）インド洋にはいくつかの産卵海域があることが示されている。 
ロ）Laccadive 海での産卵期は 1 月頃から 4 月に至る期間と、6 月から 9 月初旬に至る

かなり長期に及ぶもので、盛期は 1 月と 6 月の 2 回となっているものと思われる。 
ハ）これらのことは、これらの月に比較的多数の放卵後の♀が漁獲物中にみられること

からも推論できる。 
などと述べている。 
 後述の仔・稚の出現状況からみても、太平洋における状況から推しても、産卵場がいくつ

かあるとみるべきではなく、海域によって産卵期やその盛期を異にすることはあっても、イ

ンド洋のカツオは熱帯から亜熱帯に及ぶ外洋の全域で産卵するとみるべきであろう。 
 
 
―卵の形状― 
 
 完全な成熟卵巣卵はまだ記録されていないが、Raju(1964a)は、両性を具えたものの卵巣か

ら直径 0.809mm の卵を得、このような卵は透明で、油球 1 個をもっている、と述べている。 
 
 
―仔魚と稚魚― 
 
 Jones.Silas（1963）は、Jones(1959) ; Yabe,Ueyanagi(1962) ; Bogorov,Rass(1961)らによ

って報告された仔・稚の出現状況を第 257 図のように示している。 
 
第 257 図、インド洋におけるカツオの仔・稚の分布 
Fig. 257   Distribution of larvae of Katsuwonus pelamis in the Indian Ocean 
 
 



―少年前期― 
 
 少年前期群について、Jones.Silas（1963）はあらまし以下のように述べている。 
 Jones（1959）は、Laccadive 海から全長 27mm のものを記載している。体長 270～370mm
の小型群が Minicoy 島海域で 2～3 月に漁獲されることがあるが、一般には出現しない。実

測された最小形は 283mm である。これらの若魚群は Minicoy 島からインド西岸の

Cannanore に至る海域に出現する。Minicoy の漁業者によれば、これらの若魚群は他の群と

は分離している、とのことである。 
 
 
―最小成体― 
 
 産卵習性の項に述べたように、最小成体は 40～45cm とみられている。 
 
 
―年齢と成長・寿命― 
 
 これらの事項についてはまだ知見がない。 
 
 
―食性― 
 
 Thomas（1964）は、1960～1961 年漁期に Minicoy 島近海で活餌漁業でとれたカツオの

50cm 以下のものと以上のものとの胃内容物を次のように比較している。 
体長 

（cm） 
魚類 
（％） 

Stomatopoda 
（％） 

カニ幼生 
（％） 

その他の甲殻類 
（％） 

雑 
（％） 

50> 48.07 21.63 11.82 13.24 5.24 
50< 69.50 8.90 1.84 17.10 2.66 

 Raju（1964）は、1958 年 5 月から 1959 年 4 月に Minicoy 島周辺の 4～6 マイルの海域で

の活餌漁業の漁獲物 2609 尾の胃内容物を調べ、あらまし以下のように記述している。 
1）胃内容物中で最も多いものはエサに使用された魚類で、天然餌料の約 7～30 倍に達する。 
2）エサの季節変化 

a）甲殻類 
調査期間を通して、Stomatopoda の幼生、Megalopa の幼生、Mysids、Euhausids お

よび Acetes indicus などの甲殻類が最も多く、量の百分率、出現率および個体数の百

分率はそれぞれ 58.6；76.0；91.9 となっている。 



b）魚類 
甲殻類に次いで重要な食物は魚類の幼生と幼魚で、量としては 18.7％を占めている。

魚類中で重要なものは、モンガラハギ（Balistids）；カワハギ（Monacauthus）；ヨウジ

ウオ（Syngnathids）などの類およびセミホウボウ（Dactyloptena）の幼生で、フグ

（Tetradontids）；アジ（Carangids）；ギマ（Triacanthids）；カマス（Sphyraenasp）；
ハクフグ（Ostracionsp）などがこれに次ぎ、あまり重要でないものとしてイザリウオ

（Antenarius sp）が挙げられる。 
これらのエサの季節による量の変化は第 258 図の如くである。 
 
第 258 図、重要餌料生物量の月変動 
Fig. 258   Monthly fluctuation in the composition by valume of the important food 

elements 
 
3）魚体による食物量の変化 
  Reintjes・King（1953）がキハダについて、また、King・Ikehara（1956）がキハダと

メバチについて述べているように、Minicoy 島近海のカツオでは、体長の増加に伴って食

物の量は増大するが、体重の増加に伴って単位体重当たりの食物の量は減少する。 
4）魚体による食餌組成の変化 
  体長 40cm 未満のものと 40～55cm のものでは甲殻類が主要な食物であるが、55～70cm
と 70cm 以上のものでは、幼魚と頭足類が重要な食物となっている。 

 
 
 
Ⅰ、カジキ類 
 
 Ⅰ－１、インド・太平洋のカジキ類 
 
  Ⅰ－１－ⅰ、フウライカジキ 
 
―産卵習性― 
 
 中村（1937、1938）は、台湾東方沖合で、11～12 月に漁獲されるものが全般的にみて成

熟の度が高く、放卵中のものもみられること、この魚が距岸 30 カイリ以内ではほとんど漁獲

されず、30 カイリ以遠の沖合に多いことなどから； 
イ）台湾東方沖合では冬季に産卵するものと思われること、 
ロ）産卵の行われるところは 30 カイリ以遠の沖合と考えられること、 



ハ）この時期は、この方面では年間を通して本種が最も多獲される時期であり、魚群の分

布密度の増大は、産卵と関連したものと考えられること、 
などを述べている。 
 Royce（1957）は、中部太平洋から、3 月に成熟したものを得ている。 
 上柳（1962,‘63）は、本種の仔・稚や幼魚の形態について記述するとともに、それらの出

現状況（第 259 図）や成熟魚の出現状況（第 260 図）から； 
イ）本種は熱帯から亜熱帯に及ぶ広汎な海域で産卵すること、 
ロ）仔・稚の出現する海域は沿岸域を離れた外洋であること、 
ハ）15°～25°N の西部太平洋における本種とクロガジキの仔・稚の季節別の出現状況は

第 59 表の如く、相反したものとなっており、本種は、他のマグロ・カジキ類と異なり、

亜熱帯域での産卵盛期は冬季となっていること、 
などを述べている。したがって、台湾近海で得られた資料に基づづく上述の中村の想定の妥

当性が支持されたことになる。いま仮に、日照時間の長い季節を産卵盛期とするものを長日

型、日照時間の短い季節を産卵盛期とするものを短日型と定義すると、フウライカジキのみ

が短日型で、他のマグロ、カジキ類はすべて長日型となる。 
 
第 259 図、フウライカジキとバショウカジキの仔・稚採集地点 
Fig. 259   Localities of the capture of lavuel short-bill spear fish and Sail fish 
第 260 図、フウライカジキ成熟魚の漁獲地点 
Fig. 260   Localities of the capture of short-bill spear fish with ripe ovavies 
第 60 表、フウライカジキとクロカジキの仔・稚の季節別出現状況（15°～25°N の西太平

洋） 
Table. 60  Occurrence of laval shoet-bill spear fish and blue marlin by Season in the 

western north pacific(15°～25°N) 
 

季 節 12～2 月 5～8 月 
曳網回数 69 351 
魚 種 フウライカジキ クロカジキ フウライカジキ クロカジキ 
出現率 14.5 4.4 8 37.3 

一曳網当り 
平均採捕数 

0.25 0.16 0.12 1.29 

 インド洋からはまだ産卵に関する具体的な知見はないが、上柳（1962）は第―――図のよ

うに仔・稚の出現を報告している。おそらく、太平洋におけると同様に、熱帯から亜熱帯に

及んで産卵するものであろう。 
 以上のように、インド・太平洋域のフウライカジキの産卵に関する知見は、まだ甚だ乏し

いものである。Howard・Ueyanagi（1965）は、本種の濃密分布域が、マカジキとクロカジ



キの主分布域が重複する海域に当たり、南太平洋では Marquesas 群島周辺に濃密分布域が存

在する、と述べている。このことは、南太平洋では Marquesas 群島方面が重要な繁殖領域と

なっている可能性を示唆するが、産卵については全く知見がない。 
 
―卵の形状― 
 
中村（1937、‘38）は、種々の発育過程の卵巣卵を観察し、 
イ）成熟中の直径 0.7mm の卵では、油球はブドウ状であるが、 
ロ）ミズコとなった卵径 0.8mm 内外の卵では、油球は大小 2 個となる。卵はほとんど

無色透明で、卵膜は円滑である。 
ハ）放卵中の卵は、船上でアルコールで固定されたため不透明となり、内部構造は明か

にできなかったが、卵径は 1mm 内外であった。油球はおそらく融合して 1 個とな

っているものと思われる。 
と述べている。 
 
 
―仔魚と稚魚― 
 
 上柳（1962、‘63a,b）は全長約 2.5～50mm の仔・稚を多数採集し、仔・稚は成長に伴って

著しく形態を変えることを観察している。成長に伴う形態の変化のうち、最も注目されるの

は上顎の長さで、成長に伴って急に伸長し、体長 60mm 内外になると、体長との比が約 0.44
と最も長くなる。これより大きくなると、体長に対する上顎の長さの比は次第に低下する。

同様な変化の型は、総論に述べられたように、バショウカジキにもみられるが、クロカジキ

では逆に、幼魚時代には体長との比が小さく、成体では大きくなる。 
 仔・稚の出現状況は、第―――図に示された如くである（上柳、1963a） 
 
 
―少年前期― 
 
 総論に述べたように、カジキ類ではマグロ類と異なり、少年期のものが沿岸域に群をなし

て集まり、漁業の対象となることはない。したがって、少年前期と少年期との生態的な区分

も明かでない。 
 上柳（1962）は、偶然甲板に打上げられた全長 83mm の幼魚を記載している。また、渡辺・

上柳（1963）は、西部熱帯太平洋で獲れたキハダの胃内容物から全長 573mm の若魚を得、

この程度の大きさのものでも、上顎が成魚に比して著しく伸長している、と述べている。こ

れらの知見は、この魚の若年魚が熱帯から亜熱帯の外洋に棲息することを示唆する。 



 
 
―最小成体― 
 
 最小成体についてはまだ知見がない。 
 
―年齢と成長・寿命― 
 
 これらの事項については、まだ全く知見がない。 
 
 
― 食性― 
 
 食性についてもまだまとまった知見はない。矢部他（1958）は、本種がマグロ類の幼魚を

捕食していたことを報告している。この魚の食性も、他のマグロ・カジキ類と同様なものと

推測される。 
 
 
 
Ⅰ－１－ⅱ、バショウカジキ 
 
―産卵習性― 
 
 中村（1932、‘40、’43）は； 

1）バンダ海（12 月）、ルソン島東方沖合（5 月）、海南島近海（7 月）で行われた延縄漁

場調査中に、完熟卵をもった多くの個体や放卵中のものが漁獲されたこと、 
2）海南島近海とルソン島東方沖合では種々の大きさの仔・稚が採集されたこと、 
3）台湾近海でのこの魚の盛漁期に当たる 4～8 月に水揚げされるものの性的熟度が極め

て高いこと、 
などから； 

イ）台湾近海での産卵期は 4～8 月で、その盛期は 5～7 月と推定されること、 
ロ）南方のバンダ海では 12 月にも成熟した個体がみられることは、低緯度海域では周年

産卵する可能性を示唆するものであること、 
などを述べている。 
 また、中村（1949）は； 

1）海南島近海とバンダ海で漁獲された放卵中の個体が舷側に引寄せられたとき、そのあと



を追う別の個体がみられたこと、 
2）夏季に台湾近海では、尾鰭や背鰭の一部を水面上に突出して、2 尾または数尾が並んで

游泳されるのが目撃されること、 
などから、 

イ）この魚の産卵はごく表層で行われるものと思われること、 
ロ）“追尾”しつつ産卵するものと想定されること、 

などを述べている。 
 矢部（1953）は、1949 年 5 月から 1950 年 10 月に至る期間に、魚釣島から都井岬沖に至る、

主として黒潮流域で、全長 3.4mm から 23.5mm までの仔・稚 28 尾を採集している。これら

の仔・稚が採集された季節は夏季であるが、この季節には九州南部沿岸には親魚の出現が少

ないことから、日本の南西沿岸で採集されたものは黒潮によって南方の産卵海域から運ばれ

たものと考えるとし、上述の中村の想定の妥当性を支持している。黒潮流域に仔・稚が出現

することは、内田（1937）によっても記述されている。 
 仔・稚の分布についてはさらに後に記すが、上柳（1963）はインド・太平洋における出現

状況を第―――図のように示している。また、東部太平洋からは、Klawe によって出現が報

告されている他（Howard・Ueyanagi、1965）、Holmes・Blackburn（1960）によってもそ

の出現が記録されている。 
 バショウカジキの成魚の分布が比較的沿岸域に限られていることは、分布の項に述べた如

くであるが、第―――図のように、仔・稚の出現するところも比較的沿岸に限られている。

このことは、この魚の産卵が陸地に近接した海域で行われることを示すものといえよう。 
 バショウカジキの産卵に関する上述の諸知見を要約すれば； 

イ）産卵は熱帯から亜熱帯に及ぶ比較的沿岸のごく表層で追尾しながら行われる。 
ロ）長日型で、低緯度海域では周年産卵するが、高緯度海域での産卵は両半球の春～夏

季に行われる。 
ということになる。 
 
 
―卵の形状― 
 
 中村（1932、‘40、’43、‘49）は、ミズコとなった卵巣卵について、卵径は約 0.85mm で、

やや濃い黄色の油球が 1 個あり、卵膜は円滑である。卵は全体としてはほとんど無色透明で

あるが、油球の周辺には雲状の淡黄色部がみられる、と述べている。放出された卵の直径は

約 1mm で、内部構造は上述のミズコと同様である。 
 
―仔魚と稚魚― 
 



 仔・稚の形態は既に述べた如くである。仔・稚の出現状況は産卵習性の項に述べた如くで

あるが、産卵習性の項に記したもの以外の知見は、Jones・Kumaran（1964）によってあら

まし以下のように要約されている。 
a）Lamonte・Marcy（1941）と Bebe（1941）は、東部太平洋から仔・稚の出現を報告

している。 
b) Sun Tsi－Zhen（1960）は、1957～‘58 年に行われた Vityaz Expedition で採集さ

れた仔・稚を中・西部太平洋から報告し、小型のものの大部分は 12 月と 2～3 月に採集

されたと述べている。 
c) インド近海では Laccadive Sea で 17 尾が 2 月に、1 尾が 4 月に採集されている。 
d) Dana 号はインド・太平洋で、全長 3.82～21.75mm の仔・稚 55 尾を採集しているが、

その中の 52 尾はインド洋で採集されている。 
e) インド・太平洋で採集された地点を示せば第 261 図の如くである。 

 
第 261 図、 バショウカジキ仔・稚魚の採集記録 
Fig. 261   Records of larvae of Istiophorus gladins 
 
 以上の中、Vityaz Expedition の採集物は、採集された時期がほとんど冬季に限られてい

ること、採集されたところが主として北太平洋の中緯度海域となっていることなどからみて、

すべてがバショウカジキであるか否かにはなお検討の余地があり、他のカジキ類とりわけフ

ウライカジキが混同されている可能性がありそうに思われる。 
 
 
―少年前期― 
 
 フウライカジキの場合と同様に、生態的に少年前期を区分することは不可能である。この

魚の幼魚には著しい向光性があり、100～400cm ほどのものが、日本の南岸の焚入網に往々

にして入網する。しかし、大集団で入網することはない。Klawe は 1958 年 5 月 15 日に、5°
33′N,87°23′W の東部太平洋で体長 15 インチほどの幼魚群に遭遇したと述べている

（Howard・Ueyanagi、1965）。中村（1949）は集魚灯で採集した若魚について、採集地点

と体長を以下のように記述している。 
採集年月 海 域 体長（mm） 
1935.7 台湾東海 140 
1935.8 香港沖合 200～260 
1941.8 Nhatrang（安南）沖合 700～750 

 若魚の採集された海域はすべて沿岸で、まだ洋心部で採捕された記録はない。このことは

この魚の若魚が、仔・稚や成魚と同様に、主として沿岸域に分布することを示唆するものと



思われる。 
 
 
―最小成体― 
 
 最小成体についてはまだ詳しい知見はないが、体長 160cm ほどになると成熟した個体がみ

られる。 
 
 
―年齢と成長・寿命― 
 
 年齢については、まだ全く知見がない。古藤、児玉（1962）は、東支那海での漁獲物につ

いて； 
1）体長組成に現われるモードの位置の追跡。 
2）体長組成別に魚群量を比較して、年齢群の境界線の位置を推定する。 
という 2 つの方法によって、体長級群別に年間の成長量を以下のように推定し、6 月～1 月に

は急速に成長するが、1～5 月にはあまり成長しない、と述べている。 
年齢 体長範囲（cm） 成長量（cm） 

n 140～175 35 
n 十 1 175～195 20 
n 十 2 195～210 15 

 寿命についてはなにも知られていないが、最大形は 280cm に達するといわれる（中村他、

1968）。 
 
 
―食性― 
 
 食性についてはまだ知見がない。 
 
 
 
 
 
Ⅰ－１－ⅲ、マカジキ 
 
 



―産卵習性― 
 
 中村（1949）は、台湾に水揚げされるものについて、4～5 月に水揚げされるものの生殖腺

が一般によく発達していて、しばしば完熟した卵巣がみられることと、この季節には、マカ

ジキが黒潮流域よりも南支那海方面に多いことから、台湾近海におけるこの魚の産卵につい

て； 
イ）産卵は 4～5 月を中心に行われる。 
ロ）産卵は主として南支那海方面で行われるものと想定している。また、5～6 月には小笠

原列島近海にもよく成熟したものが出現することから、この季節には小笠原列島近海

方面でも産卵するものと想定している。 
 上柳（1953）は、西部太平洋では第 159 図に示されたクロカジキの産卵期的性比曲線と全

く同様な性比の季節変化がマカジキにもみられるとし、この曲線によって海域別の産卵期が

推定できる、と述べている。 
 上柳（1963）は、太平洋ではこの魚の仔・稚が南北緯 20°を中心とした外洋に赤道を距て

て分離して出現することを示し（第 262 図）、Howard・Ueyanagi（1965）は、南北両太平

洋ではそれぞれの春～夏季に成熟したものが出現すると述べている（第 156 図参照）。 
 
第 262 図、マカジキの仔・稚の採捕地点（インド・太平洋） 
Fig. 262, Localities of capture of larval striped marlin in the Indo-Pacific. Arrow indicates 

the axis of the Kurosio-current. 
 
 Howard・Ueyanagi は、第 156 図と魚体組織の経年変化に基づいて、マカジキには、北太

平洋群と南太平洋群との二つの独立した系統群があるとし、上村・本間（1958）、本間・上

村（1958）が形態（主として胸鰭の長さ）の差異に基づいて両系統群の所在を想定したとこ

ろを支持している。Nakamura(1965)も、放射態汚染魚の出現状況から、両系統群の所在の

可能性を示唆している。 
 南太平洋における産卵については、まだ充分な知見はないが、上村・本間（1958）と

Howard・Ueyanagi（1965）らが想定しているように、20°S を中心とした海域で、南半球

の春~夏季に産卵するものとみて誤りはなさそうである。 
 Morrow（1964）は、ニュージーランド近海で、12 月から 3 月に至る期間に調べたものは

産卵に関与する状態になかったと述べている。この場合はしかし、産卵群の分布しない高緯

度海域における観察である。 
 インド洋のマカジキが、太平洋におけると同様に、赤道を距てて南北の両系統群に分離し

ているか否かはまだ明かでない。第――図のように、上柳（1963）は、仔・稚が濠・印諸島

の近海に出現することを示している。Morrow（1964）は、インド洋でのマカジキの産卵は、

6～9 月の夏季に行われるものと想定し、12 月から 3 月に南西インド洋で観察されたものは、



産卵に関与する状態になかった、と述べている。しかし、この場合も、上述のニュージーラ

ンド近海の場合と同様に、産卵群の分布域を離れた高緯度海域における観察によるものと思

われる。南北太平洋の状況から推すと、南北インド洋での産卵期は、それぞれの半球の春～

夏季に当たるものと思われる。しかし、北半球が大陸によって閉されているインド洋では、

太平洋の北半球とは異った状態にある可能性は当然考えられるところである。 
 
 
―卵の形状― 
 
 中村（1949）は、マカジキの卵の形状について、バショウカジキの卵のそれに酷似し、外

観からは識別が不可能である、と記述している。 
 
 
―仔魚と稚魚― 
 
 仔魚と稚魚の形態と分布は既に述べた如くである。他のマグロ・カジキ類と同様に、これ

らの出現する海域は、産卵域と目される海域に一致している。 
 
 
―少年前期― 
 
 他のカジキ類と同様に、少年前期を生態的に分離することはできない。この魚の幼期に関

する知見はまだほとんどない。晩冬から初春にかけて、台湾近海には体長 100～120cm 程度

の若魚が出現する。かような若魚は成魚とかなり著しく異なった形態をもっているので、

Hirasaka・Nakamura（1947）はこれを新種と考え、コカジキ（Kajikia formosana）と

命名したが、上柳（1957）はこれがマカジキの幼形であることを明かにしている。 
 
 
―最小成体― 
 
 最小成体に関する知見はないが、小笠原列島近海で獲れるものには、体長 150cm 内外で成

熟した雌雄がみられる。 
 
 
―年齢と成長・寿命― 
 



 この魚の年齢については、まだ全く知見がない。古藤（1963）は、古藤・児玉（1962）が

バショウカジキに用いたと同一手法により、東支那海；130°～180°E の北太平洋流域およ

び北赤道流域でとれたマカジキの年間の成長量について； 
イ）初夏から晩秋にかけて著しく成長するが、初冬から晩春にかけてはほとんど成長しな

い、 
ロ）年間の成長量は下記の如くであるが、n＋1 歳と n＋2 歳の年間の成長量は年によって

も海域によっても異なる、 
と述べている。 

年 齢 体長範囲（cm） 成長量（cm） 
n＋1 120～160 35 
n＋2 160～185 27 
n＋3 185～205 19 
n＋4 205～220 16 
n＋5 220～233 13 

 寿命については明かでないが、最大形は 300cm に達するといわれる（中村他、1968） 
 
 
―食性― 
 

 食性についてもまだまとまった知見はない。中村（1943）は、台湾東方沖合で漁獲される

カジキ科魚類は、漁期 10の初期には主としてオアカムロ（Decapterus russerii）を食ってい

るが、中期以降には、ほとんどサバを食っている、と述べている。須田（1953）は太平洋の

諸海域でとれたものの胃内容物を第 61 表のように示している。 
 
第 61 表、胃 1 個当りの内容物の平均個体数（マカジキ） 
Table. 61, Mean number of food items per one stomach of striped marlin 

月 海  域 カツオ 他の魚類 甲殻類 その他 
1～3 ミッドウェー近海 0.3 1.1 0.9 1.9 
12～2 小笠原・南鳥島近海 0.1 3.7 2.1 0.3 
3～5 小笠原・南鳥島近海 0.2 10.7 1.2 2.8 
6～8 小笠原・南鳥島近海 0.5 2.8 2.4 0.9 
3～5 マリアナ群島近海 0.1 6.0 1.2 0.1 

矢部（1958）は、この魚の胃内容物中にビンナガの幼魚を発見している。Morrow（1964）
は、既往の知見を以下のように要約している。 
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１）Morrow（1952）はニュージーランド近海で獲れたものでは、胃内容物の 75％がクチ

ナガサンマ（Scomberes ox saurus）でイカは僅に 5％に過ぎず、イカなども食うが魚

食性とみられる、と述べている。 
２）Hubbs.Wisner（1953）は、カリフォルニア沖で獲れたマカジキの胃内容物中同定可

能な魚類の 75.5％はサンマで、イカはごく僅かであった、と記述している。 
３）しかるに、Lamonte は、ペルーとチリー沖で獲れたものの胃の内容物はすべてイカで

あった、と報告している。 
４）以上のようにマカジキは適当なもので利用できるものを捕食しているもののように思

われる。 
 
 
 
Ⅰ－１－ⅳ、クロカジキ 
 
 
―産卵習性― 
 
 中村（1938）は、1938 年 5 月にルソン島北東沖合で完熟した卵巣卵を観察し、この季節

にこの方面で産卵するものと推定している。また、台湾に水揚げされるものの生殖腺が熟度

のきわめて高いものであることから、台湾近海（南支那海を含む）での産卵期を 4～8 月と想

定している（中村、1942、‘43、‘49）。さらに； 
イ）この魚が性によって魚体の大きさを異にすること（中村、1944a；中村他、1953；上

柳、1953）。 
ロ）性比に季節変化が著しいこと（中村、1944b；中村他、1953；上柳、1953）； 
ハ）♀の割合が最高に達する 4 月から最低となる 8 月までの性比曲線に“産卵期的性比曲

線”と命名したこと（中村他、1953）； 
ニ）産卵のため大回游を行うのは主として♂であると考えられること（中村、1944b；中

村他、1953）； 
などは、分布と回游の項に述べた如くである。 

  上柳（1963）は、インド・太平洋におけるこの魚の仔・稚の出現範囲が、赤道からおよ

そ南北緯 30°に及ぶことを示している（第 168 図）。第 168 図は、この魚が熱帯から亜熱帯

に及ぶ太洋中で広く産卵することを示唆する。 
 上柳・矢部（1959）は、仔・稚の出現状況から、この魚が、低緯度海域では周年産卵する

が、高緯度海域では南北両半球の春～夏季に産卵すると推定している。また、Morrow（1964）
は、後述の大西洋におけるこの魚の成熟魚の出現状況と、Royce（1957）がハワイ海域では

2～8 月に成熟した♂がみられると報告しているところに基づいて、この魚の産卵はまだ明か



でないが、おそらく周年産卵するものであろうと述べている。 
 以上の諸知見を総合すると、この魚の産卵は； 

イ）長日型である。 
ロ）熱帯から亜熱帯に及ぶ太平洋で広く産卵するが、中部以西の北太平洋についてみると、

北赤道流域で集中的に産卵する。南太平洋やインド洋における産卵の状況はまだよく

わかっていない。 
などとなろう。 
 
 
―卵の形状― 
 
 この魚の成熟卵巣卵は、バショウカジキやマカジキのものに酷似し、外観からは識別でき

ない。 
 
 
―仔漁と稚魚― 
 
 仔・稚の形態や分布はすでに述べた如くである。 
 
 
―少年前期― 
 
 生態的に少年前期を区分することはできないが、熱帯太平洋では体長 70cm内外になると

延縄で漁獲されはじめる。かような若魚を漁業者は“マメクロ”11と呼んでいる。 
 上柳（1957、a,b）は、集魚灯下で採集されたもの、マグロ・カジキ類の胃内容物中から出

現したもの、および延縄で漁獲されたものなどを観察し、あらまし以下のように記述してい

る。 
a、 採集状況 

 若魚の採集状況は第 62 表の如くである。 
 
第 62 表、若魚の採集記録 
Table. 62, Record of capture of young blue-marlin 
 
 
 
                                                   
11 両顎の形状からスズメカジキとも呼ばれる。 



区分 番号 体長（mm） 採集年月日 採集地点 採集方法 

Ⅰ 
A 720 Ⅻ－8.1950 

26°24′N 
142°35′E 

延縄 

B 765 Ⅶ－9.1950 
1°47′N 

153°00′E 
延縄 

Ⅱ 

1 111 Ⅵ－23.1954 
5°3′N 

155°53′E 
キハダの胃内容物 

2 － Ⅶ－21.1950 
5°52′N 

148°00′E 
クロカジキの胃内容物 

3 177 Ⅸ－17.1953 
4°03′N 

141°07′E 
キハダの胃内容物 

4 196 Ⅷ－25.1950 
8°44′N 

161°25′E 
クロカジキの胃内容物 

5 258 Ⅰ－25.1955 
23°28′N 
179°41′E 

クロカジキの胃内容物 

6 303 Ⅰ－13.1955 
23°52′S 

175°49′W 
クロカジキの胃内容物 

7 355 Ⅱ－15.1956 
8°43′S 

96°37′E 
シロカジキの胃内容物 

8 460※ Ⅰ－26.1955 
23°39′S 

179°47′W 
キハダの胃内容物 

9 177 Ⅵ－15.1956 
8°30′N 

157°09′E 
タモ網 

Ⅰは延縄漁獲物で体長 12700mm以上のもの 
Ⅱは延縄漁獲物以外のもの 
※は推定 
b、若魚Ⅰ（第 62 表）の形態 
 ⅰ）色彩 
  背面は紫黒色で体側は紫褐色、腹部は淡紫色。体側に斑紋はない。鰭は全般的に暗褐色

であるが腹鰭は濃黒褐色で、第 1 背鰭と第 1 臀鰭も鞘（Shearh）に畳みこまれた部分を除い

ては黒褐色である。 
 
 ⅱ）鱗と側線 
  鱗は表皮に埋没し、吻部、眼嵩周辺部、鰓膜等を除く体のほぼ全面を覆っている。鱗は

                                                   
12 体長は眼の後縁からの尾叉長 



円鱗であるが、体の部分によってその形は若干異り、体側部のものは西洋梨型で長径は 5～
6mm である。背側と腹側の鱗は細長型で長さは 7mm 内外である。頭部の鱗の中、眼の後方

のものは細長く（8～9mm）であるが、鰓蓋骨上のものは丸型（4mm 内外）である。 
 側線は特長的で複雑な形状を示している（第 263 図）。 
 
第 263 図、クロカジキの若魚（体長 720mm）（上柳、1957） 
Fig. 263, Young blue marlin (Body length 720mm) 
 
 ⅲ）頭部の形態 
  吻は成魚に比して著しく短い。上下両顎の縁にはヤスリ状の歯がある。口蓋骨上にも円

錘歯がある。鰓膜は左右癒合しているが峡部（ithmus）には癒着していない。鰓膜條は 7
本である。鰓耙はない。咽頭部には微細な鈎状の咽頭歯が歯帯を形成している。 

 
 ⅳ）鰭 
  第 1 背鰭は、前葉が鎌状で高く、後方に緩に低くなっている。胸鰭は体側に接着できる。

尾鰭は広く二叉し、基づ部には一対の隆起（keel）がある。第 1 背鰭、第 1 臀鰭、腹鰭等

の全長にわたり sheath または溝（groove）が発達し、鰭が収納されるようになっている。

Makaira 属の成魚に比して、相対的に腹鰭は長く、胸鰭は短く、背鰭の後方の鰭條は高い。 
 
c,若魚Ⅱ（第―――表）の形態 
ⅰ）色彩 

  頭部上面、体の背面は濃藍黒色、体側と腹部は guanin 性の銀白色である。背鰭は、背

部よりもやや黒味が強く、前方ほど色が濃い。背鰭の後方は無色である。腹鰭は背鰭と同

様に濃藍黒色を呈し、胸鰭は淡い黒灰色、臀鰭は無色、尾鰭はやや淡い藍黒色で、先端に

近い部分は灰色である。 
 
 ⅱ）鱗の側線 
  鱗の配列と円鱗であることは若魚Ⅰと同様であるが、体の部分による鱗の形状の相違の

程度は若魚Ⅰよりも少ない。若魚Ⅰでは鱗の露出部がかなり伸長し、Focus から露出部縁

までの長さ a と、Focus から被覆部縁までの長さ b との関係が a＞b であるが、若魚Ⅱでは

a＜b である。 
側線には分枝が発達している（第―――図）。 
 
第 264 図、クロカジキの若魚（体長 177mm）（上柳、1957） 
Fig. 264  Young blue marlin(Body length 177mm) 
 



 ⅲ）頭部の形態 
  吻は極めて短く成体とは著しく異っている。上下両顎縁には微小な円錐歯がヤスリ状に叢

生している。口蓋骨にも 1～2 列の微小な円錐歯が認められるがあまり発達していない。咽

頭歯は発達している。左右の鰓膜は癒合しているが、峡部には癒着していない。 
 
 ⅳ）鰭 
  背鰭と臀鰭はそれぞれ 1 基づであるが、第 2 背鰭と第 2 臀鰭の前方の鰭條が発達し、分離

の段階を示している。第 1 背鰭の形状は特長的で、鰭條は全般的に高く、フウライカジキ

型となっている。腹鰭は成体に比して著しく長い。 
 
 ⅴ）脊椎骨 
  脊椎骨は 11＋13 の式で示される。 
 
d,若魚の生態 
 ⅰ）食餌 
  若魚Ⅰの標本Aの胃内容物中には、表皮が消化されたサンマ 13が頭から嚥下された形で収

まっていたが、他には何もなかった。標本Bからは、消化のすすんだイカや魚類の断片が出

現した。 
 若魚Ⅱの胃内容物は下記の如くであった。 
標本番号 体長（mm） 胃 内 容 物 

3 177 カジキ科の魚の脊椎骨（11＋13）、8cm 1 
4 196 外套膜長 5cm のイカ 1 

5 258 
体長約 10cm のムロアジ類 1 
小イカ 2 

6 303 胃はほぼ空胃でイカのアゴ数個と魚類の脊椎骨 
9 177 魚類の幼生の脊椎骨、ほとんど空胃 

 
 ⅱ）分布 
  第―――表に示したように、若魚は西部北太平洋、南太平洋、インド洋から得られている。

後二者については資料が断片的であるため、北西太平洋のみについて考察する。 
イ）若魚Ⅰ 

分布の状態は明かでないが、カロリン、マーシャル（北赤道流域）に分布密度が高い

ものと推量される。また採集記録からみて分布範囲は若魚Ⅱより広いものと考えられる。 
ロ）若魚Ⅱ 

大まかにみて出現海域は 5°～12°N の東西に亘る海域で、他の海域からはまだ出現

                                                   
13 延縄の餌料として使用されたものである。 



が知られていない。 
 若魚の分布について、現状では立入った考察は加え得ないが、以上の出現状況から、

亜熱帯収斂線以北の海域には若魚は分布しないこと、および、若魚の分布密度が北赤道

流域に高いことが推量される。 
 

b、 成長に伴う形態の変化 
 ⅰ）吻 
  吻の相対成長は単調でなく、体長 130cm 附近に顕著な成長屈折（Growth inflection）が

認められる。若魚期には吻の成長は緩慢であるが、120～140cm にかけて急激に成長し、そ

の後次第に isometric な成長に移行するもののようである。吻長／体長は、約 160cm に達す

るまでは絶えず増加の傾向を示している。吻のかような相対成長は、バショウカジキやマカ

ジキとは対蹠的で、カジキ科魚類中特有な type と考えられる。 
 
 ⅱ）胸鰭 
  胸鰭の相対成長も傾向的には吻の場合と似ており、若魚期には胸鰭の伸びは緩慢である。

吻の場合のように顕著ではないが、やはり 130cm 前後に成長屈折期の存在が推定される。 
 
 ⅲ）腹鰭 
  資料が不充分であるが、若年期に成長が速く次第に緩慢となり、体長 130cm 内外からほ

とんど伸びが止まるもののようである。 
 
 ⅳ）背鰭 
  前葉鰭條の相対成長は直線的で isometric であるが、中央部鰭條の成長は体長約 30cm ま

では速やかであるが、それ以後は甚だ緩慢で、体長 140cm 位からはほとんど成長が停止する

もののようである。 
 以上のように、各形質とも体長 130cm 附近が成長屈折期となっていることが注目される。

また、成長に伴う吻の特異な変態過程は、カジキ科魚類の類縁、系統を考慮するために一つ

の鍵を提供するものと考えられる。 
 シロカジキについてはまだ吻の相対成長は明かにされていないが、もしもクロカジキと同

様な変態を行うものであれば、脊椎骨が 11＋13 にものと 12＋12 のものとの類縁関係の考察

に重大な意義をもつものとなろう。 
 クロカジキの♂では、体長 140cm 内外で成熟することが知られている。体長 130cm 内外

で、吻や鰭などの相対成長に成長屈折がみられることは、上柳（1957、b）が指摘している

ように、成熟と密接な関係にある可能性が考えられる。 
 
 



―最小成体― 
 
 上述のように、♂では体長 140cm 内外ですでに成熟したものがみられる。既述のように、

この魚では性によって魚体の大きさが異り、台湾近海で延縄でとれるものについてみると、

♂の体長範囲はほぼ 140～200cm で、160cm 附近に顕著なモードがみられる。♀の体長範囲

はほぼ 160～280cm で、最も顕著なモードは 220cm 附近にみとめられる。 
 0°～10°N,150°～180°E の海域での性別体長組成は第 159 図に示された如くであり

（中村他、1953）、160cm 内外に第 1 のモードが 200～220cm あたりに第 2 のモードがみら

れる。第 1 のモード群はまだ成熟に達しないもののようである。♀の最小成体についてはま

だ充分な知見はないが、第 2 のモード群には成熟魚がみられることから推すと、体長 180cm
内外で成熟するものではないかと想定される。 
 
 
―年齢と成長・寿命― 
 
 これらの事項についてはまだいうべきほどの知見はない。 
 
 
―食性― 
 
中村（1938、‘42）は、台湾東方沿岸とフィリピン東方海域での漁獲物の胃内容物を調べ、

前者では既述のように、10～3 月の漁期中、初期にはオアカムロが主たる食物で、中～後期

にはサバが主要な食物であると述べ、後者では種々雑多な魚類とイカが捕食されていたと報

告している。須田（1953）は、太平洋の諸海域での漁獲物の胃内容物を調べ、第 63 表のよ

うにカツオが重要な食物の 1 つであることを示している。 
 
第 63 表、胃 1 個当りの内容物の平均個体数（クロカジキ） 
Table. 63  Mean number of food items per one stomach of blue marlin 
 

月 海域 カツオ 他の魚類 頭足類 その他 
12～2 小笠原・南鳥島近海 0.4 2.7 0.1 0.6 
3～5 〃 0.4 5.1 0.5 0.8 
6～8 〃 2.2 8.4 2.5 1.1 
3～5 マリアナ群島近海 0.3 2.8 0.9 0.3 
6～8 カロリン群島近海 0.6 3.3 1.6 0.0 

 



 矢部他（1958）は、西部熱帯太平洋で漁獲されたものの胃内容物中に、キハダとメバチの

幼魚が見出されたことを述べている。中村他（1953）、矢部他（1959）は、メカジキの若魚

がしばしばこの魚の胃内容物に出現することを報告している。 
 Royce（1957）は、ハワイ近海での漁獲物では、カツオを含めたマグロ類似の魚類が卓越

した食物であると述べ、Morrow（1964）は、クロカジキは魚食性であり、魚類とともにイ

カも普通な食物であると述べている。 
 以上のようにこの魚は、カジキ科魚類中でもとくに著しい Macro-feeder である。ときとし

ては 20kg にあまるほどのマグロ類を捕食していることがある。この魚を“カトクイ”と呼

ぶ地方があるが、この語源は“カツオクイ”であるといわれる。 
 
 
 
Ⅰ－１－ⅴ、シロカジキ 
 
―産卵習性― 
 
 この魚の繁殖生態に関する知見は、他のカジキ科魚類に比して著しく貧弱である。 
 上柳（1960）は、 
イ）この魚の仔・稚が 10°N、160°E 附近の太平洋とセイロン南方のインド洋などの外洋

で採集されていること、 
ロ）東支那海では産卵しないこと（古藤、他、1959）、 
などから、この魚も他のマグロ・カジキ類と同様に、熱帯の広汎な海域で産卵するものと想

定している。しかし、稚魚網の曳網回数が、外洋では極めて多いにもかかわらず、仔・稚の

採捕が非常に稀であること、および、魚体組成の海域差からみて、シロカジキの産卵は、ニ

ューギニア南方のオーストラリア東方沖合とアラフラ海で集中的に行われるものと想定して

いる。これらの両海域に出現する産卵群を Howard,Ueyanagi（1965）は別個の種族と想定

しているが、この想定にはなお検討の余地があると思われることは、分布の項に述べた如く

である。 
 
 
―卵の形状― 
 
 この魚の成熟卵のついては、まだ全く知見がない。 
 
 
―仔魚と稚魚― 



 Ueyanagi・Yabe（1960）は、この魚の仔・稚とみられるものについて記述し、上柳（1960）
は、仔種の出現状況（第 168 図参照）から、上述のような産卵域を想定している。

Jones.Kumaran（1964）は、これらに Dana 号による知見を加え、インド・太平洋における

仔・稚の出現状況を第 265 図のように示している。 
 
第 265 図、シロカジキの仔・稚の採捕記録（Torus,Kcumaran、1964） 
Fig. 265   Record of capture of larvae of Istiompax indicus 
            ▲Japanese collection 
            ● Dana collection 
 
 
―少年前期― 
 
 この魚の少年前期についてはまだ全く知見がない。しかし、産卵海域に分布するものと想

定される。 
 
 
―年齢と成長・寿命― 
 
 これらの事項についてもまだ全く知見はない。最大形としては、体重 560kg 内外のものが

記録されている。 
 
 
―食性― 
 
 詳しい知見はないが、この魚の食性は、他のカジキ科のものと同様なものであろうと思わ

れる。 
 
 
 
Ⅰ－１－ⅵ、インド・太平洋のメカジキ 
 
 
―産卵習性― 
 
 蒲原（1940）は、北西太平洋でのこの魚の産卵期を 7～8 月と想定している。 



 中村他（1951）は、 
イ）南鳥島近海で 1950 年 4 月に延縄で漁獲された体長 220cm（眼と尾鰭中央部の距離）の

ものから成熟卵巣卵が得られたこと、 
ロ）小笠原列島近海、南鳥島近海および西部赤道太平洋で漁獲されたカジキ類（主としてク

ロカジキ）の胃内容物から体長 210～510mm の幼魚が多数見出されたこと、 
ハ）かような稚魚や幼魚が出現する海域は 26°N 以南に限られること、 
などから、この魚は、少なくとも 4～5 月に、北赤道流域から黒潮流域に及ぶ広大な海域で産

卵することが明かである、と述べている。 
 矢部（1951）は、黒潮流域で 3～5 月に 11～27.4mm の稚魚を採集し、若年魚が西部熱帯

太平洋で延縄に漁獲されていることと合せて、この魚が熱帯太平洋で成育するものと想定し

ている。しかし、稚魚が黒潮流域にも出現することは、黒潮流域の南部でも多少の産卵は行

われることを示すものと述べている。 
 矢部他（1959）は、稚魚網で採集された仔・稚の採集地点（第 266 図）、成熟卵巣卵をも

ったものの出現状況（第 267 図）および、マグロ・カジキ類（主としてクロカジキ）の胃内

容物中に出現する若魚などの資料に基づいて； 
イ）これらの出現する海域がよく一致し、 
ロ）出現域が、北太平洋では亜熱帯収斂線から赤道に及ぶこと、 
ハ）南太平洋では、赤道からサンゴ海、Fiji 諸島近海に達すること、 
ニ）インド洋では赤道から 20°S 附近に及ぶこと、 
ホ）産卵は上記のような広大な海域で行われるものと想定されること、 
ヘ）北太平洋での産卵期は 2～8 月で盛期は 3～6 月と推定され、南半球ではその春～夏季に

産卵するものと思われること、 
ト）しかし、赤道海域では周年産卵する可能性が考えられること、 
などを述べている。 
 
第 266 図、メカジキの稚魚採集点 
Fig. 266  Localities of capture of lavval swordfish 
第 267 図、メカジキ成熟魚の漁獲地点 
Fig. 267  Localities of capture of swordfish tiaving ripe ovaries 
         現在の漁場 

● 3kg 以上の卵巣をもったものの漁獲地点 
○ 未熟卵巣をもったものの漁獲地点 

 Jones.Kumaran（1964）は、矢部他の上記の知見に、Dana 号と Vityaz 号の採集を加え

て、メカジキの仔・稚のインド・太平洋における出現状況を第 268 図のように示している。 
 
第 268 図、メカジキの仔・稚の採捕記録 



Fig. 268   Records of capture of larvae of xiphias gladius 
●Dana collection 

             ▲Japanese collection 
             ×Vityaz collection 
 
 上記の諸知見は、メカジキの産卵習性も、総論に述べた法則性にもとるものでないことを

示すものといえよう。 
 
 
―卵の形状― 
 
 成熟卵巣卵について、矢部他は； 
“卵は完全な球状で、卵径の範囲は 1.5～1.68mm、平均は 1.6ｍｍである。卵膜は無色透明

で、表面は完全な平滑ではなく、わずかにメロンの表面にみられるような褶状を呈している。

油球は 1 個のものと、その他に小さい数個の油球を伴ったもの、さらに卵黄内に微小な油滴

のみられるものもある。油球が 1 個の場合には卵径の約 1/4～1/5 で、色は淡黄色である。以

上の性状からおそらく浮遊卵であろうと推定される”と述べ、メカジキの成熟卵巣卵が、他

のマグロ・カジキ類のものよりも著しく大きいことを指摘している。 
 
 
―仔漁と稚魚― 
 
 仔・稚に関する矢部他の記述の概要は以下の如くである。 
 
a, 形態 
 種々の大きさの仔・稚の形態は第 269 図の如くである。 
 
第 269 図、メカジキの仔・稚 
Fig. 269   Larvae and young of swordfish 

1、 全長 5.1mm 
2、 全長 8.2mm 
3、 全長 11.0mm 
4、 全長 73.0mm 

 
b, 出現時期 
 月別、海域別の仔・稚の採集状況は第 64 表の如く、それぞれの海域の春～夏季に多い傾向



がうかがわれる。 
 
第 64 表、月別稚魚採集回数（メカジキ） 
Table. 64 Number of capture of larval swordfish by month 
 
           月 別 
海 域 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

黒潮流域   1  4 1  2     
マリアナ海域     2 1       
マーシャル海域      5 1 1     
カロリン海域           4  
ソロモン海域          1   
ジャバ沖  1           
 
c、食性 
 全長 14mm 以下のものの胃内容物は動物性プランクトンで、その他のものでは稚魚類が主

であった。食物のの大きさは、体長に比してかなり大型の傾向がみとめられる（第 65 表）。 
 
第 65 表、稚魚の胃内容物（メカジキ） 
Table. 65  Stomach contents of larval swordfish 
 

全長 採集地点 胃内容物 
Ca4.5 2°07′N,137°08′E Copepoda の破片 6 

8.2 11°59′S,147°40′E Mysis type の Carapace 1 
Ca14.0 8°12′S,99°28′E Pyllopoda 1、Amphipoda 1 

21.0 19°20′N,122°53′E ナシ 
21.0 1°57′S,157°04′E 稚魚類の破片、眼の水晶体 1 
23.0 1°53′S,158°27′E ナシ 
30.0 19°56′N,122°41′E 稚魚の頭部（種類不詳） 
34.0 8°43′N,164°01′E 稚魚の破片 
45.5 30°36′N,132°17′E カジキ科魚類 5.5mm 
48.0 30°19′N,132°37′E カジキ科魚類 6.5mm、眼球 2 

 
 
―少年前期― 
 



 生態的な見地から少年前期を区分することはできないが、熱帯では体長 400mm ほどにな

ると延縄で漁獲されはじめる。 
 中村（秀）（1935）は、千葉県沖合から体長 14660mmと 860mmの若年魚を報告している。 
 Nakamura,他（1951）は、小笠原列島・南鳥島近海、および、西部熱帯太平洋で延縄で漁

獲されたマグロ・カジキ類（主としてクロカジキ）に捕食されたものや直接に延縄で漁獲さ

れたもの 85 尾について形態の測定を行い、この魚の生活史の一部を明かにしている。測定さ

れたものの体長範囲は 21～1164mm である。また、矢部、他（1959）は、西部太平洋とイ

ンド洋で漁獲されたマグロ・カジキ類に（主としてクロカジキ）捕食されたものと延縄で漁

獲されたもの、および、タモ網で採捕されたものなどに基づいて、この魚の生活史を記述し

ている。 
 この魚の仔・稚魚期から幼魚期を経て成魚に至るまでには、上下両顎の長さや鰭長などの

相対成長に著しい差異がみとめられ、幼魚期には、体表に骨質の鱗がみられる。成体とほぼ

同様な形態となるのは体長 600mm 内外である（第 270 図）。 
 
第 270 図、メカジキの幼魚 
Fig.270   Youngs of swordfish 
 
 
―最小成体― 
 
 この魚の成熟に達する大きさまだ明かでない。成熟卵巣卵をもったものの記録としては、

228cm（Nakamura et al,1951）と 170cm（矢部他、1959）がある。 
 索餌群によって形成される北太平洋流域の漁場での漁獲物の魚体組成は 160cm あたりに

モードをもつ単峰型であり、若年魚と産卵群とが混然としている赤道海域の漁獲物の魚体組

成は複雑で数個のモードがみられる（木川、1952）。かような海域別の魚体組成と上述の矢

部他の成熟魚の記録とを組合せると、この魚の最小成体は 160cm 内外と推定される。矢部他

（1959）は、5～6 歳で最初の成熟に達するものと想定している。 
 
 
 
―年齢と成長・寿命― 
 
 矢部他（1959）は、南鳥島海域で捕食魚の胃から得られた幼魚の月別魚体組成と北太平洋

流域で漁獲されるものの魚体組成とを組合せ、 
イ）メカジキは発生後満 1 年内外で体長 50～60cm に成長する、 

                                                   
14 この場合は吻端から尾柄までの距離 



ロ）北太平洋流域の漁場は約満 2 歳以上の魚群によって構成される、 
と述べている。木川（1958）は、同様にして、北太平洋流域の漁場は、年によって若干異な

るが、4～5歳魚を主とし、2 歳以上の魚群によって構成されることを示している（第 271 図）。 
 
第 271 図、北部太平洋（140°～160°E）におけるメカジキの年齢組成の経年変化 
Fig. 271  Annual change of age composition of swordfish in the North Pacific Ocean 
 
 寿命については、まだ全く知見がない。 
 
 
 
―食性― 
 
 
 既述のように、矢部他（1959）は、この魚の幼魚期の食物について報告している。成魚の

食性については、まだいうべきほどの知見はないが、おそらく大型の動物を捕食するもので

あろう。この魚を対象とする延縄（メカナワ）では、主としてイカをエサに使用し、一般に

イカがエサとして最もすぐれたものといわれている。しかし、サンマなどの魚類でも釣れな

いわけではない。また、メカナワは夜間に操業されるから、この魚は夜行性のものと考えら

れる。しかし、昼間には全く漁獲されない、ということではない。 
 
 
Ⅰ－２、大西洋のカジキ類 
 
 大西洋産のカジキ類の漁業生物学に関する知見はまだ極めて乏しいので、一括して記述す

ることとする。 
 
 
―産卵習性― 
 
 上柳（1970）は、大西洋を第―――図のように A～L の海区に分け、大西洋産のカジキ類

の産卵習性について、あらまし以下のように記述している。 
 
第 272 図、海区の区分（大西洋） 
Fig. 272   Division of areas (Atlantic Ocean) 
１）ニシバショウカジキ 



 
仔・稚の出現状況からみると、 

イ）東部大西洋では、アフリカ沿岸の熱帯海域で； 
ロ）西部大西洋ではメキシコ湾からカロライナ州に至る米大陸沿岸で； 
産卵する。 
ハ）これらの海域での産卵期は 4～9 月と推定される（Gehringer,1956）。 
ニ）産卵域は、成魚の主分布域に対応し、東西の両大陸沿いにあり、洋心部での産卵密度は

低いものと想定される。 
 
 

２）クチナガフウライ 
 
仔・稚や成熟魚の出現状況からみると、 

イ）カリブ海を含む広汎な海域で産卵するが、主な産卵海域は洋心部である。 
ロ）南大西洋では 1～3 月に成熟魚が多く出現する。 

 
 

３）ニシマカジキ 
 
生殖腺の成熟状態と仔・稚の出現状況からみると； 

イ）ブラジル沖合（海区 I）に 11～4 月に出現する魚群は産卵群と考えられる。この時期に

この方面で魚群量が増大するのは、産卵群の来游によるものと想定される。 
ロ）11 月～1 月の期間中に、魚群の成熟状態はかなり変化し、海区 I では 1 月には成熟群が

減少し、放卵後のものが増加しはじめる。 
ハ）J 海区では、11 月に生殖腺のやや肥大したものがみられる。この海区で分布密度が増大

する 8 月には、すでてが未熟で、放卵がかなりの時日を経たものと思われる個体が多い。 
ニ）赤道海域での生殖腺指数は低く、仔・稚の出現状況からみても、この方面での産卵は低

調なものと思われる。 
ホ）カリブ海方面（海区 D）に冬季に出現するものの生殖腺は未熟である。春季にかなり大

きい密度で分布する魚群の成熟状態は明かでないが、4～6 月に D,E 両海区には成熟した

魚群の出現が知られており（Gibbs,Jr,1957）これらの海区ではこの時期に産卵するもの

と考えられる。しかし、海区 E の 20°N 附近では 1 月にも仔・稚が採集されているか

ら、産卵は春～夏季のみに限られず、かなり長期に及ぶものと想定される。 
ヘ）A,B 両海域にも、4～5 月には生殖腺のやや肥大したものがみられるから、これらの海区

の南部でも若干の産卵は行われるものと思われる。 
ト）分布と回游の項で述べたように、魚群が赤道を越えて南北に移動する可能性は小さい。



このことは、太平洋のマカジキの場合と同様に、南北大西洋のニシマカジキは、別個の

繁殖集団を形成する可能性を示唆する。 
 
 

４）ニシクロカジキ 
 
成熟魚群の出現状況、仔・稚の分布および性比と魚体組成などからみると； 

イ） 南半球の夏季に、ブラジル沖合に出現する魚群は産卵群で、この方面での産卵盛期は

11～4 月と推定される。 
ロ） 赤道海域での産卵は、ブラジル沖合ほどには活発でない。 
ハ） Eschmeyer（1968）は、夏季にフロリダ近海で仔・稚を採集している。また、de Sylva

（1963）は、フロリダ近海に来遊する魚群は、大型の♀と圧倒的に数の多い♂とによっ

て構成されている、と述べている。これらのことは、ニシクロカジキがカリブ海からフ

ロリダ沖合に至る海域で、夏季に産卵することを示唆する。 
 
 

５）メカジキ 
生殖腺の成熟状況や仔・稚の分布からみると、本種の産卵は、表層水温 24℃以上の低緯

度海域で広く行われるものと推定される。 
 

 
 
―仔漁と稚魚および幼魚― 
 
 ニシバショウカジキと大西洋産のメカジキの仔・稚と幼魚については古くから知られ、前

者については Günther（1880）が、全長 9mm、14mm および 40mm のものを記載し、後者

については Lüthen が全長 37mm のもの、Goode が約 200mm のものを報告している

（Jordan,1907）。近年に至って知見が充実しつつあり、Eschmeyer.Bullis,Jr（1968）は、

大西洋産のカジキ科魚類についてあらまし 1）～4）のように述べ、Eschmeyer（1963）は

メカジキについて 5）のように記述している。 
 
１）ニシバショウカジキ 

Voss(1953),Arnold(1955),Gehringer(1957),De Sylva(1963)らによって、初期生活史がほ

ぼ明かにされている。 
 

２）クチナガフウライ 



仔・稚に関する知見はなく、知見は若魚と成魚のみに限られている。15 
 
 

３）ニシマカジキ 
知られた最小形は 124.9mm である(De Sylva,1963)。 
 
 

４）ニシクロカジキ 
Gehringer(1957)が、11.3mm、21.0mm および 45mm のものを、Cardwell(1962)が、

201mm と 206mm のものを記載している。次いで大きいものは De Sylva(1958)の報告

した 846mm のものである。新たに得られた 4 尾の記録は以下の如くである。 
体長（mm） 採集地点 採集年月 採集法 

33.5 Bahama 沖 1955.7 集魚灯 
35.3 Bahama 沖 1955.7 集魚灯 

51.5 
32°06′N 
72°00′W 

1958.7 集魚灯 

194 フロリダ沖 1962.9 稚魚網 
 
 

５）メカジキ 
体長約 90cm のものおよび体重約 2kg のものが、メキシコ湾方面で、調査船 Oregon

号の延縄で漁獲されている他、体重約 20kg と 26kg のものが Oregon 号のエビトロール

試験中に漁獲されている。これらは深さ 190 尋の海底で漁獲された可能性が大きい。漁

獲直後の体内部の温度はそれぞれ 55.4°F と 56.3°F で、200 尋の海底の水温は 50.4°
F,表層水温は 86.5°F であった。最近捕食されたとみられる胃内容物は、主として底棲

魚類であった。 
 以上のように、大西洋産のメカジキの仔・稚や幼魚は、太平洋産のものと同様に、産

卵の行われる熱帯海域に分布し、成長に伴って、漸次高緯度海域に移動するものといえ

よう。メカジキの幼魚が海底で索餌する可能性が強く示されていることは、注目に値す

る。 
 大西洋産のカジキ類の仔・稚や幼魚に関する知見は、上述のように、局地的である。

なお、チチュウカイフウライについては、まだほとんど何も知られていない。 
 

 
―年齢と成長・寿命― 
                                                   
15 上柳、他（1970）は仔・稚の出現を記述している。 



 
 
 De Sylva(1957)は、南部フロリダ、西部バハマおよびメキシコ湾で漁獲された 8630 尾の

ニシバショウカジキの体長組成に基づいて、この魚の成長度を推定している。その結果を表

示すれば第 66 表の如くである。 
 
第 66 表、ニシバショウカジキの成長度 
Table. 66  Growth rate of the Atlantic sailfish 
 
生後（月） 1 2 3 4 5 --- 12 24 36 
全長（cm） 18.5 50.0 87.5 110 130  180 212.5 230 
 
 Mather,Ⅲ（1960）は、標識放流実験で再捕されたニシマカジキ 1 例とニシバショウカジキ

3 例を記録している。しかし、体長や体重の測定値に信頼性が乏しく、成長度を論じ得る資

料とはなっていない。 
 西部太平洋産のバショウカジキについては、既述のように、中村（1949）が、台湾東海と

香港沖合で 7 月と 10 月に集魚灯で採集された全長 140mm と 200~260mm の幼魚を記録し

ている他、Nhatrang に 8 月に水揚された 700~750mm のものを観察している。 
 南支那海を含めた台湾近海におけるバショウカジキの産卵期は、既に述べたように、5～6
月を盛期とする 4～8 月と知られている。台湾東海と香港沖合で採集されたものの発生の時期

はもとより明かでないが、仮に 5～6 月に発生したものとすると、生後 4～5 ヶ月を経過した

ものとなる。これを De Sylva によって示されたニシバショウカジキの成長度に比較すると、

ニシバショウカジキでは生後 1 ヶ月内外のものとなる。また、Nhatrang で観察されたもの

は、水揚された時期からみて 1 歳魚である可能性が大きいものと考えられる。しかし、

700~750mm という全長は、ニシバショウカジキの生後 3 ヶ月のものよりも小さいことにな

る。 
 かような差異が種の相違によるものか、資料や研究方法の誤りによるものか現状では明か

でない。De Sylva は； 
イ）研究材料が不充分であること、 
ロ）産卵期がかなり長く、4～8 月あるいは 10 月にまで及ぶ可能性があること、 
ハ）産卵集団が異なるかも知れないこと、 
などから、幼魚期の成長度を正確に決定することは困難であるが、第―――表に示されたと

ころはおおむね妥当であろう、と述べている。しかし、De Sylva の結果は、成長度を過大に

見積っている可能性が考えられる。したがって、第―――表に示された年齢別の体長にも、

なお検討の余地がありそうに思われる。上記のロ）の理由からも、魚体組成による成長度の

推定には、多数の標本を必要としよう。 



 De Sylva はまた、さきに述べた海域で漁獲されるこの魚の魚体組成が双峰型であることか

ら、漁獲されるものの主体が 1～2 歳魚で、3 歳魚はほとんど出現しないとし、この原因は自

然死亡率が大きいことにある、と述べている。したがって De Sylva によれば、この魚はきわ

めて短命なものとなる。しかし、高年魚の急減が、自然死亡率が高いことによるものか、こ

の方面の海域から他海域への逸散によるものか、については、なお検討の余地がありそうに

思われる。 
 ニシバショウカジキの他には、年齢と成長および寿命については、まだいうべきほどの知

見はない。 
 
 
 
―食性― 
 
 いまだに充分な資料が蓄積されていない。 
 


