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Parapristipoma trilineatum, a species with a strong property of gathering in a fish reef, is distributed in
the mound reef areas to the south of central Honshu, ranging from Shizuoka Prefecture to Miyazaki
Prefecture on the coast of the Pacific side and from Ishikawa Prefecture to Nagasaki Prefecture on the
coast of Japan Sea side. It is known that it does not make large-scale migrations, but moves locally to
off the coast, gathers to an artificial fish reef, and tends to stay in a mid-water floating fish reef for
about 1 year. However knowledge on the behavior of individuals and fish school in artificial fish reefs
is scarce. We therefore made a research on school ecology, etc. of Parapristipoma trilineatum in an
artificial mound reef, offshore Akune City, Kagoshima Prefecture between 2012 and 2013. The research
result shows that the test fish released to an artificial mound reef tends to return to the sea area where it
was caught. As the result of the research made from August to October in 2013, it was found that the
same individuals tended to stay in an artificial mound reef for about 60 days at the least, and to swim
between mid-water and bottom water. Based on the knowledge obtained, we made a long-term
biotelemetry research including a spawning season. We consequently obtained new knowledge so report
herein.
Key Words: Parapristipoma trilineatum, artificial mound reef, biotelemetry, move/stay, spawning
behaviorhis

1．はじめに
イサキ Parapristipoma trilineatum は，本州中部以南，
太平洋側は静岡県から宮崎県，日本海側は石川県より長
崎県に至る沿岸の岩礁域に分布し，魚礁性の強い種とさ
れ 1)，大回遊せず，局所的に岸沖に移動する 2)ことや，人
工魚礁に蝟集し 3)4)，中層浮魚礁に約 1 年とどまる例 5)が
知られている．
しかし，人工魚礁での個体と魚群の行動に関する知見
は僅かである．このため,我々は,2012～13 年に鹿児島県
阿久根市沖の人工マウンド礁において，イサキの蝟集生
態等について調査した 6)7)．その結果，人工マウンド礁に
放流した供試魚が採取海域に戻る傾向を示し，2013 年 8
～10 月の調査では人工マウンド礁に同一個体が少なくと
も約 60 日間とどまり，中層から底層の範囲を遊泳する傾
向にあることがわかった．
そこで，これらの知見をもとに産卵期を含めた長期間
のバイオテレメトリー調査を行い，新たな知見が得られ
たので報告する．

2．材料と方法
2.1 調査海域
調査は，鹿児島県阿久根市沖の水深約 65 m の砂質底海
域に造成された人工マウンド礁(H；20 m,L；190 m,2006
年竣工)で実施した(図-1,図-2)．
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図-1 調査位置

供試魚は，人工マウンド礁で釣りにより採捕した．
採捕後は，イサキを船槽に入れて運搬し，陸上水槽
内に設置した胴丸籠(日本コンテック社製,直径 1,015
mm,高さ 86.2 mm,黒色)に移し，蓄養した．
発信機は,手術による腹腔内への挿入とし,発信機を
挿入した翌日の放流前に遊泳異常が認められないこと
を確認した．
放流は，人工マウンド礁直上の海面において，発信
機を装着した 15 個体を無標識魚とともに放流した(表
-1)．

図-2 阿久根沖人工マウンド礁の概要

1.2 イサキの成熟状況および仔魚の分布
調査海域でのイサキの成熟状況を把握するため，
2014 年3～11 月に人工マウンド礁周辺海域においてイ
サキの採取および買い上げを行い，魚体を計測し，GSI
を次式 2)により求めた．
GSI=(生殖腺重量(g)/尾叉長(mm)3)×107 (1)
また、
2014 年 5 月 9 日,18 日,30 日,6 月 10 日,7 月 1
日に人工マウンド礁周辺海域において丸稚ネット(口
径 1.3 m,目合い GG54)を用いて 15 m 層および 25 m 層
で 10 分間(5 月 9 日のみ 30 m 層,5 分間)の水平曳きを
行い、仔魚の採取を行った．

表-1 追跡期間と供試魚(イサキ)の全長
採取･放流
発信機の
追跡期間
放流個体数 全長(mm)
場所
発信間隔
5月22日
5
90秒
308±21
～9月7日
(No.A～E)
人工
10
マウンド礁 5月22日
180秒
281±24
～11月16日
(No.1～10)
※全長は平均±SD

3．結果と考察
3.1 成熟度と仔魚の出現状況

1.3 イサキの行動追跡

(1)成熟度

人工マウンド礁でのイサキの行動を把握するため，
発信機を装着した個体の追跡を，設置型受信機による
追跡(以後，設置型追跡)を行った．
設置型追跡は，
2014 年 5 月 22 日～11 月 16 日に行っ
た(表-1)．
発信機(V9P-1H;VEMCO 社製,水深センサー付き,発信
間隔 90 秒,180 秒)は，個体識別のためのコード化され
ているものを用いた．受信機(VR-2W;VEMCO 社製)は，
供試魚の放流前に海底面に設置した(図-3)．

成熟度の分析に用いたイサキの平均全長(±SD)は，
315 mm(±46 mm)であった．
GSI は，調査開始 3 月 14 日から徐々に増加し，5 月
14 日から 6 月 26 日には平均が概ね 10 以上となり，そ
の後減少した(図-4)．イサキの産卵は，GSI が 10 以上
で行われていることから 8)，人工マウンド礁において
も 5 月～6 月の産卵期に成熟した個体が蝟集していた
とみられる．
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マウンド礁の個体
マウンド礁以外の個体
※バーは最大・最小を示す．5月20日に人工マウンド礁で得られ
た最小個体(全長18.4 cm、GSI0.02)は図から省略した．

図-4 調査海域におけるイサキの GSI の推移
設置型受信機の設置地点
人工マウンド礁
人工魚礁・天然礁
供試魚の採捕海域
図-3 設置型受信機の設置地点

(2)仔魚の出現状況
イサキの水槽内自然産卵では，受精からふ化までの
時間が約 30 時間となっている 9)．また，仔魚の発育段
階は，前期仔魚期がふ化 2 日後，前屈曲期仔魚期がふ
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化 3～11 日後，屈曲期仔魚期がふ化 19 日後，後屈曲期
仔魚期がふ化 21～25 日後となっている 4)．
人工マウンド礁では，仔魚が 5 月 18 日～7 月 1 日に
出現した(図-5)．出現した個体は，口が開き，脊索が
屈曲するまでの前屈曲期 4)の段階であった．このこと
から，産卵後 4 日～2 週間程度を経過した仔魚が，人
工マウンド礁に出現していた．
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図-5 人工マウンド礁におけるイサキ仔魚の出現状況
※赤実線は人工マウンド礁天端部の水深(45m)を示す．

成熟度と仔魚の出現状況から，
人工マウンド礁には，
産卵期に成熟したイサキが蝟集し，産卵を行っていた
可能性のあることが示唆された．

3.2 バイオテレメトリー(設置型追跡)
人工マウンド礁に放流した個体は，放流直後に人工
マウンド礁にとどまり，その後，調査期間中の半年間
とどまり続ける個体，さらに，離脱した後に再び戻る
個体,離脱したまま戻らない個体が確認された(図-5、
表-2)．
また,No.9 のように水深 0 m で記録が途絶え漁獲さ
れたとみられる個体が 2 個体確認され，人工マウンド
礁が漁業者等に利用されいているとみられる(図-5)．
遊泳水深をみると，調査期間を通して概ね 40～70 m
の間を遊泳していたが，6 月中旬から 7 月上旬にかけ
ては,水深20～30 m程度まで浮上する傾向がみられた．
(図-6)．この浮上する期間は，GSI が 10 以上と高く，
仔魚が出現した時期と一致していた．
イサキの20～30 m層への浮上は，
1日1回認められ，
2～7 日間程度続いていた．各個体の遊泳水深の上下移
動を比較した結果,6 月中旬～下旬には各個体とも概
ね20～4 時の夜間に水深20～30 m 程度の水深帯を遊泳
し，各個体がばらばらではなく，同じ時間帯に浮上し
ていることがわかった(図-7)．
イサキの産卵行動については，水槽観察により，20
～21 時にペアが急浮上するとともに，ペア以外の雄も
下層から浮上することが確認されている 2)．
このことから，本調査でみられた夜間における 20～
30 m 層に各個体が揃って浮上する行動は，人工マウン
ド礁におけるイサキの産卵に関連する行動を捉えてい
たことが示唆された．

図-6 人工マウンド礁におけるイサキの遊泳水深の推移
表-2 人工マウンド礁で採取・放流した 15 個体のイサキ
の記録状況
発信機の 個体
発信間隔 No.
A
B
C
90秒
D
E
1
2
3
180秒

4
5
6
7
8
9
10

受信期間
5/22～9/7
5/22～6/10
5/22～9/7
5/22～6/20
5/22～7/9
5/22～11/16
5/22～6/15,
6/18～7/11,
9/5～11/16
5/22～6/12,
6/15～10/13
5/22～6/14
5/22～7/22
5/22～6/4
5/22～11/16
5/22～11/16
5/22～6/14,
7/10～7/22
5/22～6/18

日数
109日
21日
109日
30日
50日
179日

備考
9/7 電池寿命
離脱
9/7 電池寿命
離脱
離脱
半年間とどまる

122日 離脱して再び戻る
143日 離脱して再び戻る
24日
62日
14日
179日
179日

離脱
漁獲の可能性
離脱
半年間とどまる
半年間とどまる
離脱して再び戻る
37日
漁獲の可能性
28日 離脱

※図中の赤色実線は人工マウンド礁天端部の水深(45m)を、細線が実
測値を、太線が1 時間あたりの平均値を示す．
赤色点線の枠は、水深20～30m への浮上を示す個体のみられる時間
帯を示す．

図-7 産卵期における上下移動の比較(No.A,C,E)

20～30 m 層への浮上は，産卵期後にみられなくなっ
た．しかし，満月・新月前後には人工マウンド礁の天
端部と法尻部にあたる水深帯を上下に移動する傾向が
みられた．そこで，8 月と 10 月下旬～11 月上旬の満月
と新月の前後 5 日間における遊泳水深の比較を行った．
その結果，8 月 11 日と 11 月 7 日の満月および 10 月
24 日の新月の前後では，昼間に人工マウンド礁天端か
ら法面付近，夜間に人工マウンド礁法尻付近の水深を
遊泳するといった，1 日 1 回程度上下移動を行う傾向
が現れていた(図-8)．
一方，8 月 25 日の新月前後においては，上下移動が
明瞭ではなく，夜間においても人工マウンド礁の法面
付近の水深帯を遊泳する傾向にあった(図-8)．
イサキの摂餌活動の季節変化については，胃充満度
により，5 月～9 月を摂餌期，12 月～2 月を摂餌休止期
(越冬期)，3 月～4 月および 10 月～11 月をこれらの移
行期とされている 2)．
また，桝網に入る魚類の状況から，イサキは夜間に
行動する夜行性魚類で，夜間では暗夜に比べ，月明に
はあまり活発に動き回らないとされている 10)．

個体がいた．
産卵期には，夜間において水深 20～30 m 層に各個体
が揃って浮上する行動を確認し，これは、人工マウン
ド礁での産卵に関連する行動を捉えていたことが示唆
された．
また，昼夜による遊泳水深の上下移動が確認され，8
月の満月前後および 10 月の満月・新月前後と 8 月の新
月前後の上下移動の違いが認められた．
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