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Horse mackerel is important for us due to its plentiful catch. Horse mackerel is a fish that is
typically seen to be swimming together around an artificial fish reef that has been buried in
the sea along coastal areas. In recent years, an artificial mound reef has come to attract
attention as a facility that enables fish propagation and increase marine resources. Its
construction is under way in various places. However, details on the duration of the horse
mackerels gathering and staying together, as well as the details on their migration in artificial
mound reefs had not yet been obtained. Therefore for the purpose of studying the gathering
period and the range of migration of the horse mackerel in artificial mound reefs, a research
using liberation of tagged fish was conducted in an artificial mound reef. This paper reports
the knowledge acquired by the results.
Keywords:artificial mound reef, liberation of tagged fish

いて標識放流を行った結果，知見が得られたので報告す
る.

1．はじめに
マアジTreacherous japonicusは，東アジアの暖海域に
広く分布し，サバやイワシと並んで漁獲量の多い重要魚
種である.我が国の年間漁獲量は近年15～20万トンで推
移し1)，その約4/5が対馬暖流域で漁獲されている2).また，
本種は固形体が存在すればこれに定位行動をとる3)こと
から，沿岸域に沈設した人工魚礁に蝟集する代表的な魚
類となっている.
近年，高層魚礁や人工マウンド礁など，保護・育成を
目的とした漁場整備が沖合域において展開されている.
その中でも人工マウンド礁は，水産資源の増大を図る増
殖機能を持つ施設として注目され，その整備が各地で進
められている.しかし，人工マウンド礁におけるマアジの
蝟集・滞留期間や蝟集したマアジの移動などについての
知見はみあたらない.
人工魚礁でのマアジの滞留状況については，佐渡海域
に設置されている高層魚礁を対象に行った標識漂流の結
果，放流から4日目まで放流した高層魚礁で確認された.
また，同調査では同海域で放流後最大62日まで確認され，
長期間に亘ってマアジが滞留することがわかっている4）
5)
.
そこで，本調査では，人工マウンド魚礁におけるマア
ジの滞留期間および移動範囲を把握することを目的に，
長崎海域に設置されている2箇所の人工マウンド礁にお

2．調査方法
2.1 調査海域
調査海域は，図1に示す長崎海域の生月島沖および五島
西に設置された人工マウンド礁とした(図-3参照).人工
マウンド礁が設置されている水深は，生月島沖が約80m，
五島西沖が約60mである.

2.2 標識放流
（1）供指魚の採取
標識放流に用いる個体は，地元の定置網により漁獲さ
れたマアジ成魚を用い，放流尾数を確保するため，漁獲
されてから放流日まで畜養した.畜養は，生月島および五
島列島の久賀島それぞれの漁港内に設置されている生け
簀で行った.なお，生月島では放流の一部は平戸島で蓄養
されていたものを買い上げ放流した.
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（3）再捕
再捕にあたっては，標識放流実施前に長崎県および隣
接する福岡県に所属する漁業協同組合，市場，水産試験
場などに標識放流実施の説明を行うと同時に，ポスター
を配布し，捕獲した場合の連絡先を周知した.

五島西
人工マウンド
魚礁
長崎県

20km

図-1 調査地点

3．結果
放流から再捕日毎の採捕尾数を図-4 に，場所別の採捕
結果を図-5 に示す.
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図-2 人工マウンド礁の例(長崎県生月島沖)3)より
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（2）標識の装着
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図-4 再捕日別の再捕尾数

標識は，スパゲッティタグ(標識部2cm,軸2cm)を用い，
タグガンにより，マアジの背鰭基部に装着させた.標識の
装着作業は，定置網船を生け簀に横付けし，生け簀から
タモ網を用いて魚を取り上げ，船上に設置した掛け流し
や曝気を行っている水槽に入れて標識を装着し，標識装
着後は定置網の船槽に移すことにより行った.

①生月島沖
生月島沖放流個体の再捕は，定置網で26個体，一本釣
りで2個体，まき網で3個体，漁業種類不明2個体，遊漁1
個体，採捕場所不明1個体の計35個体され，採捕率は
0.78％であった.沿岸での採捕が大半で，人工マウンド礁
から概ね20㎞の範囲で採捕され，放流から約1ヶ月後まで
に大半の再捕報告があり，最終採捕日は12月23日で，放
流後142日間，人工マウンド礁周辺でマアジが滞留してい
ることを確認した.

図-3 標識の装着状況

②五島西

その後，放流地点の人工マウンド魚礁まで輸送した後，
船上からタモ網やバケツなどを用いて船上から標識魚を
放流した.
放流日および放流尾数を表1に示す.生月島沖では2011
年7月25日に4,494尾を，五島西沖では2011年8月9日に
4,191尾を放流した.全長は定置網漁獲個体が平均21cm程
度，買い上げ個体が平均25cm程度であった.

五島西放流個体の再捕は，定置網で36個体，一本釣り
で12個体の計48個体採捕され，採捕率は1.15％であった.
沿岸での採捕が大半で，人工マウンド礁から概ね20㎞の
範囲で採捕されていた.再捕報告は，放流から2ヶ月間あ
り，最終採捕日は10月1日で，放流後53日間，人工マウン
ド礁周辺でマアジが滞留していることを確認した.

表-1 標識放流の実施日および放流尾数
供試魚の入
放流尾数(尾)
手方法
定置網
2,571
7/5
計4,494
買い上げ 1,923
8/9
定置網
4,191
合計
8,685

放流場所 放流日
生月島沖
五島西

全長(cm)※
21.2±1.7
25.1±1.7
21.7±1.5

※:全長は平均±SDを示し,放流に用いなかった個体を測定した.
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図-5 標識放流魚の場所別再捕結果
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