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魚礁関連技術発達の経過と今後の方向

柿元 階*1 

The History of Techniques concerned with 
Artificial Reef and their Future 

Hiroshi KAKIMOTO * 1 

Abstract 

Sinc巴prehistorictime， fishing gears have been us巴dto catch fishes dir巴ctlyand auxiliary gears like shelters 

have be巴nalso us巴dto gather fishes around th巴m.ln呂ddition，th巴r巴aresome fishing gears lik巴setnetsor traps， 

which work as aggregating devices. 

The artificial stone b巴dlocat日din the coast of Kochi prefecture， which is suppos巴dto be built in th巴middle

of 17th century， is a device to gather fishes and to catch them easily. The artificial ston巴 bedlocated in the 

coast of Aomori prefectur巴， which is supposed to be built in the middle of 18th century， is for th巴increaseof 

tangle. 

They have be巴nd日V巴lopedin different districts and their objects， i巴， fishes or tangle， are different from 

each oth巴r.But their purposes， i巳， making use of th巴functionto gather objectiv巴cr巴呂tur巴s，are the same with 

巴achother. 

To dev巴lopth巴sekind of techniq日巴s，it is important that ecological knowledge of objective creatures， 

especially th巴ir日thologicalknowledge against things located in the water. In close cooperation with the resources 

management and environmental conservation projects， these techniques will keep or increase marine resources 

and lead to st呂blefishery. 

まえがき

人類のお史以前から鴬まれてきた漁業において，水産

生物を直接捕獲する漁具のほかに捕獲しやすくするため

の削漁具として，漬けや;石塚などの集魚裟授が利用され

てきた。また，漁具の中にはi濁や建網類のように漁具の

一部や漁具そのものが祭魚装霞となっているものもある。

このように有史以前から営まれてきた多くの漁業技術の

中には，人工魚礁技術の経形を見ることが出来るものが

ある。 1600年中頃のこととして記録に残されている高知

県沿岸の投1ヨは魚を集めて獲りやすくするための装畿で

あり. 1700年中頃のこととして記録に残されている青森

県沿岸の投石はコンブ資源、増大を目的とした装設であっ

た。これらは異なった地域で，異なった図的でそれぞれ

してきたが，水産生物の生態的特性を利用し，生
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物を特定な場所に嫡集せしめて利用する点において基本

的に伺じ技術分野にある。ここではそれぞれ技術の発展

経過と，それらの今後の運用について検討する。

，.漁業技術

1) 冨IJ漁桑の魚礁機能(築魚装霞)

水産生物の漁獲を容易ならしめるために，特定した場

所に魚、を関条させる装置として，古来から「漬けJ.r石
塚J. などが利用されてきた。これらはいずれも経験か

ら生まれた伝統的な漁具の一部である。

@園町司、ー一一

回一 1 柴;露け(富士市沼}II}
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職議札制企

密-2 柴漬け(キューバ)

(Oceanautes Inc: 1983) 

空手爽-1 石塚 (水俣JlIJ
(11../口崎氏擬譲歩)

図-3 ざんま滋tt(佐渡潟}II)

「柴漬けj:全国の河)11，湖沼で操業利用されてきた王

朝符代からの伝統的な築魚、装置で，今なお利F脅されてい

る地方がある。コイ，プブ，ナマズ，ウナギなどの嫡集

を§的に河床などに打ち込んだ 5~6 本の1伎の間に小校

を詰め込んだもので，漁獲は漬けの問りに後を宅金さやに

沈められていた小殺を取り除いて， タモ織でー魚をすくい

獲る。静附県富士市の沼)11で見た「柴、漬けj は，枕が船

椴よりもやや広い間隔で 2組打ち込んであり，紛が 2組

の放の問に入り込んで空になっていた憐の杭の院に小枝

を移して，次の操業時に備えるようにしている。

キューパでは底引き網漁業のための祭主主装置としてマ

ングロープの柴漬けが現在も利用されているc 長さが 3

~ 5m， I潟さが 3~ 4mに束ねた漬けを，底引き締 l船田

( 6隻)で200セット{立海底に沈めて 2月間隔で総採利

用する。網が施設の側に透すると小舟が施設をロープで

釣り上げて網をかわし，アエダイ，イサキ類，アジ科の

魚、が漁獲されているj)。昭和40年頃鹿児島県指宿沿岸で
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操業されていた小手繰網漁法もほぼ伺様な方法で，タイ

幼魚、，スズキ幼魚，カレイ類などを漁獲していた九

これらはいずれも海中に設置された柴によって形成さ

れる光学的物陰や流体力学的な陰影に直接，あるいはそ

れに崎集するであろう餌生物を介して間接的に燭集する

魚類の行動を利用した漁法である。

「石塚j: JII底に石を積み魚を鏑築せしめる伝統的な集

魚装置で，埼玉燥では「石倉j，千出IJIIでは f石塚j，諏

訪湖ではアナ，ムロ， ヒガイ，二Lどなどを対象とした

「震塚j，天竜)11ではウナギ，プナ，ブマズ，エどなど

を対象とした rJII屋塚j，熊本県の水俣川ではウナギを

対象どした「うなき守かぐら」などと，地方によって呼称

が異なる。

諏訪湖では1797年(寛政 9年)の文替に「屋塚」の記録

があるとされており，水深 2m 程度の場月rrに 15~25cm

の角張った石を300~400偲入れて葱径 2m 以i二の丸塚を

造る。湖面が結氷したときに湖面の氷に穴を開け箆塚を

繁で巻いて，屋塚の石を鍬で取り上げて隣へ移し，度塚の

中で越冬状態にあったアナなどをタモ織で捕獲する 3)。

山口県の水屋)11や熊本県の水俣川ではウナギの崎築を目

的に利用されている石塚を「うなぎかぐら」と言い，一

つのかぐらの石山の石を一つ一つ憐に移して，中にi替ん

でいるウナギを「うなぎ挟みj などで挟み獲るもので，

利用方法は基本的に屋塚や柴漬けと変わらない。また，

石塚には石に主主や小校などの植物を組み合わせたものも

ある。

新潟県山北町を流れる大川では，水際線付近に流れの

緩流部が出来るように，河岸から深みに向かつて 1m程

度に小石を並べるように積み，その直近の河岸に杭を打

って生木を結びつけたり，上方を木材と遊や樹校で覆っ

て川函に彩を形成させる「コ FOj と称する築魚、施設が現

夜でも盛んに利用されている。河川をi迎ょする母JII回帰

したサケは「コド」によって形成されるうも学的な陰影と

流れの緩流郊において一時的に休息する。それを木の絵

や遂の間から鈎で引っかけて捕獲するもので，サケの河

川j湖上ff寺の行動生態を上手く利用した漁法である。

「ざんま漬けj:産卵期のサンマが漂流物などに付着卵

を産み付ける行動生態安利用した fざんま手づかみ」漁

法は 6月頃北上する産卵期のサンマを対象に江戸時代

からなされてきた漁法で，佐渡北凶降水域で昭和60年頃

まで操業されていた。米俵を展開した~や後にホンダワ

ラなどの海藻を吊り下げた「ざんま漬け」を海上に浮か

べ，~に開けた 12cm {立の孔から手を海中に入れてひ

らひらさせるとサンマが指の隙院をすり抜けるようにし

ながら海藻や悠に産卵をする。それをつかみ取る漁法で，

サンマが集まる手と避ける手があるという。これは流れ

渓などに付着卵を産卵するサンマの産卵行動を利用した

漁法である。
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fしいら漬けJ:シイラの崎条を目的とした「しいら演

け」は，竹を束ねた大裂の筏を海上に浮かせ土俵で間定

したもので，海面に浮かんでいる潔流物などに閥築する

シイラの魚、礁性を利用した築魚、装霞で，虫詩集したシイラ

を旋網などで漁獲するための郭漁具である。この漁法は

日本海沿岸の対馬緩流域において議んに操業されてきた

が，フィリピン，インドネシア，マレイシア，中国など，

東南アジア沿岸水域では，シイラ，カツオ，マグロなど

を対象に11rくから利用されてきた。現在ではパヤオと総

祢され，装鐙も耐久性資材を使用したり，築魚灯を併用

するなど，伎の機能を付加して集魚機能に優れた構造に

改良された浮魚礁として，東南アジア諸国の沿岸漁業は

勿論，日本商南海域におけるカツオ，マグロ漁業に欠く

ことの出来ない築魚、装置となっている。

2) 漁具の魚礁機能(築魚蒸捕獲装髄)

伝統的な漁具の中には，魚の行動特性を利汚した築魚

機能と繍獲機能を併せ持つものが少なくなむ、。

「ことむし柴漬けJ:新潟県北部の浅海域の砂浜海底に

分布するこの地方で fことむし」と称している端脚類の

崎築と漁獲を目的とした「柴漬けj である。長さ 70cm

2手斑-2 石銭(潟敬市湖山池}

魚道 筏出し

図-4 石王室の断酪図(腐取市湖山i也)
(邸中:1990) 

程度の松の木校を10本位を皇室状に束ねただけのものを 追いやるための突き穴が各所に設けられている。魚、捕り

3m間限で延縄式に結わえて海底に沈めたもので，特別 部には柴が入れられており，石釜の沖側には魚群の誘導

な捕獲装綬はなく端脚類が逃げ出さない内に船内に取り のためと考えられる転石が沈設され，あたかも石域で造

込んで漁獲する。漁獲物は砂浜で天日乾燥して， ~交番手， 成した定霞織のような構造で，明治時代にはま芝陵漁業免

炎治、などの飼料とする九 百午を受けている。この施設は議米期には湖ILJi也全体で90

「桐， i1丸蜜，箱，毛筆J:割竹を編むようにして竹篭状に作 議程度が設置されており，その時代としては11又入の寄り合

成した「太鼓腕」や「釜J，竹の節を打ち抜いた「うな も大きく，緩めて有効な漁法として利用されていたとさ

ぎ絡J，板で作成した「うなぎ箱J，素焼き置をの「タコ主主J， れる7，8)。

板で作成し大型のミズダコを目的にした「たこ箱J，竹 「えり，繁建て，建総類J:古くは主として木や竹をも

などで作成した後に柴を入れて産卵コウイカを漁獲する って作成した「えり」や，繁によって作成した

「し功、皇室」などは， fpJJII'湖沼域や浅海域で古くから科 そして絹地による定資籾などは，いずれも魚績が水中の

用されてきた漁兵である5)が，これらの誘導[)(eせい漁ゑ 繁や綿に娘主義したりそれらに沿って遊泳移動する習性合

類はいずれも対象生物がそれらの水中物体に寄り添った 利用した漁具であり，魚群を誘導する垣網や障子網のほ

り，隠れたり，あるいは産卵したりする生態的な特伎を かに捕獲する箱網や落し絢を持つものもある。

利用した漁具である。また，同様な漁具としてインドネ 水中テレビで定霞網を観祭すると，土俵や網角にはメ

シアでは外側に邦子の梁を取り付けた篭を海面に浮かせ パル，アイナメ，タナゴ，クロソイなど多くの魚礁性魚、

て， g主卵トビウオとその産着郊を漁獲する「パカジャj 類が脳集しており， tぎ網付近ではそれを伝って移動する

と言言う誘導陥せい漁具がある6)。 魚群をしばしば見かける。また，バイオテレメトリーに

「石釜J:鳥取市内の治IlilJ池の訪日岸付近には，主として よる議査の結泉，移動中のブ 1)，マダイ，ヒラメ，サク

越冬状態にあるブナの欄祭と漁獲を閥的とした「石袋j ラマスが定置網の桓網に遭遇すると，必ず水深の深い方

が幾つか残されており，現lこ有効な状態のものも見られ に向かつて垣網を伝う行動が見られ， j恒網の魚、群誘導効

ている。これはこの地方におくからあった石塚が， 1701 ~長は 1盗めて大ざい。

1703(元禄時代)に改良されたとも震われており，大さ 以上のように往時からなされてきた多くの伝統的な漁

さは種々あるが，憾約 3m.長さ約 10m.潟さや 2~ 3m 兵は，水中に設置した木材や柴，あるいは石材などによ

程度で，およそ 50cm濃度水面上に出ている。径が 1m って形成される光学的，流体力学的陰影などに，隠れた

以下の石を湖底から石垣のように精巧に積み上げて，最 り，産卵したり，あるいはそれに鯛集した餌を求めて魚

低部;こは水平方向に沖例lから魚、摘り部まで局く屈折した 類が集まる生態を利用して，特定な月号に期終せしめて漁

魚道が作られ，石釜のよから魚道の魚、を魚捕り部にやで 獲を容易にしたり，漁具そのものに蛾集せしめたり，誘
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若手したりする技術である。それらはパヤオや石塚などの

ようにそのままの形で今なお利用されているものも，定

震網のように改良を重ねて近代的な漁具となっているも

のもある。このようなことからこれらの伝統的な漁具が

現在の人工魚燃の複製であるとぎわれている 3)。

2. 漁場造成技締

1) 魚礁漁場造成の始まり

人工魚、礁は「液け」や「石塚Jを祖型としていると

考えられるが，それらを利用して水産生物を捕獲する呂

的で行われた漁場造成の最も古い記録は，土佐溶の宣告行

であった聖子中兼山(1615…1663)が， i荷戸沖合に山石を

沈設してj魚、場を造成し成果が上がったとされる記述に見

ることが出来る 9)。また，漁場造成を自的にしたもので

はないが，了度その時代 01室長年間:1596-1614)に，加

藤i脊疋が江戸城構築のために寄進する石材を満裁した船

7隻が特化のために品川沖で沈没した。その石材の山が

石塚となって，昭和の時代までカサコ¥アイナメの好漁

場になっていた10)。また， 1795年(党政 6年)には淡路

島沿岸で沈船に曳き当てた奇智網がコショウダイを大漁

したことから， 7 -8年後沈船が;fラちて無くなった頃大

ぎな水枠に樹木，竹，土俵などを入れて沈設して成果を

挙げたとざれている 12)。新潟県王子治沿岸では1931生手頃に

1-2トンの自然石や竹を束ねて石鏡を付けたものを沈

殺して漁場を造成しており，佐渡島赤話l沿岸の水深 49m

には， 1936年から1941年にかけて 30-40cm角の石材に

よって高さ 70-80cmに造成されたチダイ， メバルな

どのi魚、場があって，それは今なお予言効に機能している口)

が，これは海洋における柴潰けや石塚とも震えるもので，

この頃この方法による漁場造成l土日本沿洋各地で広く，

長期にわたって行われてきたものと考えられる。従って，

明礁に記録に残されている人工魚礁の実施記録は，潟長口

市i雨戸の{9IJから数えれば少なくとも335年以 kが経過し

ていることになる。

アメリカの海域における人工魚、燃は， 1860年代にザウ

スカロライナ沿岸で水;jせによる人工魚礁が遊魚、対象に設

隠され， 1916年にはニコーヨークのグレートサウスベイ

にバター橘にコンクリートを詰めたものを使用して，や

はり遊魚対象としたj漁場が造成されている 13)。一方，ヨ

ーロッパではギリシャの歴史学者のプ 1)ヌ(1929…1979)

の記述に，地中海沿岸で漁業者が人工魚、礁を設鐙したと

寸る記述があるとされているが，その詳細な内容は分か

っていない川。

このように魚類の漁獲を目的どした人工魚燥による漁

湯造成の明確な懸兇的記録は，我が関におけるものがも

っともせ山、。それは我が隠が海洋閣であり，水産物への

依存度が緩めて高かった結果であろう。

Vol. 35 NO.2 

図-5 初期のコンクリート魚礁

(後藤:1935より)

2) 人工魚礁

1868年以降廃船に石を積んで、沈める沈船魚、礁，割石，

薬石，樹木，素焼きこと管などによる魚礁が，漁獲効率を

Jニげるために沿岸各地で行われていたが，それらは偶人

的に漁場を造成したものが多かった。そして， 1907年以

降になると漁業者の共同事業として造成規模が肱大され

て進められるようになってきている 12)0 1918年には一次

世界大戦後の窓絡のために処分する軍艦が沈船魚礁に使

用され， 1952年には漁業制度の改革から廃船となった多

くの底曳網漁船が沈船魚礁として沈設されている。

1930年に山口県水産試験場が試験的に作成したコンク

リートブロックがコンクリート工作物どしての最初のも

のであるとされている 1引が， 1932年頃人工魚礁は沿岸

漁業振興対策卒業の中に築磯として取りよげられ， 1935 

生手頃には底曳網漁紫によって荒擬した漁場の復興対策と

して党船，篭，生:ilミなどの資材による人工魚、礁のほか

に辺が 2m程度のコンク 1)ート立方体や合形の人工

魚礁も考案され，翰採方式による資源の有効利用が必要空

であると主張されている出。 1952年から開始された隈の

として卒業がされていたが，

1954年に資材をコンクリートに限定して人ご仁魚礁と雷う

名称で独立させた。この演は卒業規模がそれほど大きく

ないことや逮綴，沈設作業が容易であることなどから，

実施地区の現場において製枠にコンクリートを流し込む

方法で作られる 1辺が 1-2mのlL方体や円筒形の一体

型コンクリートブロックがほとんどであった。また，地

域間体等が独自に行う事業としては，泌総，廃車(電車，

パス)，際医(鉄筋コンクリートl，廃品タイヤ，廃品電

柱など耐久性資材の廃品が人工魚、総として沈められた。

この頃の人工魚礁設置卒業は並君主魚礁と震う名称で，

l カ所が400~主 m3 程度の事業燦撲であったが， 1958年

には大型魚、礁と言う名称で，ーカ所3，OOO~ m3穏度の

卒業規模のものが追加された。しかし，1970年代には各

沿岸関の200海里漁業資源専管水域の設定によって，殺

が隠は自陣沿岸漁場の生産力増強が必要となり， 1974年

には沿路漁場事さ倣開発法が施行されて悶の人工魚、礁卒業



{立大阪に拡大され，人工礁と~-う名称でーカ所50 ， 000~

m3を越える規模のものが多く実施されるようになった。

卒業が拡大されると校生に必婆なヤ』ードのliを保や工閣の

問題などから，現場打ちのコンク 1)ート一体型ブロック

のみでは対応できなくなり，工場生産して現場で組み立

てる総立裂コンクリートブロックや，鍛材， FRP，ポリ

エチレンなどによる人工魚礁ブロックも使用されるよう

になっ7こ17)。

~沿洋務国も 200海里問題による自民沿岸7J<. j淡の生産

力増強の必要'1生から‘人工魚礁による漁場や増殖湯の造

成を検討している。斡悶，合消はすでに事業化され，ア

メリカでは多くの試験・研究が進められ，オ ストラリ

ア，マレイシア，中間，プランス，タイ，クエート，イ

スラヱルなども突験的な調査試験を進めている。しかし，

発展途上国では主として経済的な理由から廃品タイヤ，

沈船などの溌品利用が主体となっている。一方，パヤオー

で総称される浮魚礁は，東南アジア沿岸諮問において旋

網の副漁具として塗要なら~L澄にあるが，我が@]において

も1978年頃から媛つかの燥で開発試験がされ，沖縄，鹿

児島，宮崎，高知などの泉潮流域を主漁場とする沿岸カ

ツオ，マグロ漁業においては，浮魚、礁が緩めて効果的で

あることから，主として問的水域において有効に佼沼さ

れてし、る 1M。

3. 増殖場造成技術

水産資源の増大を民的として人工的に構造物などを水

中に沈めた機殖場造成の記録は，卒保年間(1716-1736)

，貞伝上人が漁民を努励し

て投石によるコンブ;上留経場を造成したのが最もおし、。ま

た， 1863年から 6年間にわたって， IlJ EEl文右衛門が日許認

沿岸に夜、伎を投じて投石によるコンブ増調査場造成を行っ

ている 19)。天明 .Q政年間(1781…1801年)には，日巴前

大村議でアコヤガイの増鍛を目的;二投石事業がされてお

り，動物を対後とした増瀬崎造成としてはこれが妓も古

い15) 1894年には投石によるテングサーやワカメなど海諜

類の増殖i易造成も含めて闘の補助事業として全国的に実

施さ:leるようになり ，19301f.には駒ゥ ffill点火によるコン

ブ場の被災復!日のために，

事業がされている 19)。

1894幸子にはすマコを)í;j~ととした投おによる増殖場造成

が愛知県で試験され， 1912年には投おによるパブンウニ

で試験されるなど，海終類に加えて磁

波動物も多く取り入れられて，大正H寺代{ま海2菜類と機根

資源を対象とした投石による増7i自:場造成が威んに実施さ

:lltこ15)。

1936与になるとマダコの窓卵促進を目的としてiiiiJJllffl

され， 1962年
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ックを採用し20) 1960年以降魚類の繁殖保護を目的とし

て，琵琶湖，千葉県.静岡県沿岸で人工海淡の試験を，

福岡奴綾部17J<.減では「しだまぶしj が試験的に利用され

ており， 1965年以降にはアワピ増殖場造成にコンクリー

トブロックが採用されているなど2))増矯場造成の目的

穫が磯根資源から魚類にまで拡大され，石材，コンクリ

ト，鍛材など後々な資材が主制洩，あるいはそれらを組

み合わせて使用されるようになった。

1972年以降増殖場造成は，イセエピの保設育成，ヤリ

イカの産卵保護，ズワイカ、ニやホッコクアカエピなど大

水深帯のE戸数類の保護脊日立のほか，マダイ， t:ラメ， ク

口ダイ，アイナメ， メバル類，スズキ，カレイ類，アナ

など多くの魚類の保護育成について，それらの生態的な

特性に花、じた増獄場造成のための施設が設計され沈設3

れている。 1974年lこは沿岸資源のi成少から増瀬場造成事

業も漁場造成卒業と並んで規模が拡大され，大規模増殖

場造成事業と言う名称でーカJi庁50，000::<をがを越える規

模のものが多く実施されるようになって，人工魚、礁を利

用した事業は漁場造成から域荷車場造成に主重点、が移行しつ

つわる。-方，アメ 1)カでは， 1930年代から湖沼におけ

るサンブイツシュやパスの保護育成を目的に樹木を沈め

た土器局立場造成がされており 1:1)，1972年には廃品タイヤと

樹*による増7i童施設がスミスマウンテン湖等に沈設され

て効果があったとされている22)ように，主として淡水

域における資源保殺を問的に実施されている。また，海

域では近年ロブスターなどのEfl殻類の保護脊成を目的に

実験的な研究がなされている2針。

このよう コンブ，テング

サなどの海淡海1から浅海機根動物へ，そして魚類へと発

渓し， f史煎材料は自主主な樹木やお材からコンクリートブ

ロック，鋼材， FRPなどの近代的な資材へと変遷してき

ている。

4. 総合的技術開発の必饗性

前項までに述べてきたように，魚類のtli詩集行動を利用

した漁具や高IJi魚、具の技術，人仁魚、礁などの構造物を利用

したi魚、士号造成や増殖場造成の技術は，いずれも生物のえ寄

生や動物の悶築する行動など，生物の生態的な特性や行

動特性を利用した技術であり，目的とするところは異な

っていても，根幹は共通するものである。

従ってこれらの技術の向上に共通して必要なことは，

対象とする生物の生態，特に海中の様築物j号事に対する行

動学的特性を明確にすることである。また， ~t物が海中

構築物等lこ崎主義する討的は主主や成長没階によって変化

するが，摂餌，逃避，あるいは皮卵によると考えられ

るJ7)ことから，対象とする生物の照主義要因を明篠にし

て，それを助長する要図を多く形成で3る構造物を設援

することが慈愛であろう。即ち，自耳を介して嫡祭する毅j



144 

物に対しては鱗生物を鰐袋せしめる構造を，主として隠

れ場を必要とする動物には適当な~間を供給することが

必要となる。

また，増殖場造成にさ当たっては，会ての生物がそれ 1

種で生活しているのではなく，共生生物，鰐生物，天敏

生物など，それを取り巻く多穫の生物との密接な関係を

持っていることから，魚礁生態系としての資源増大を計

画して行く必要があると考えられる。そのためには，対

象生物を欄祭せしめるために人工魚礁を設置するハード

部分だけではなく，乱獲や混獲の防止などのために必要

な法的な規制や指導などのソフト商も併せて実施して，

対象資源増大の目的を逮成することが必要であろう。さ

らに港湾建設事業，国土保全卒業，環境保全卒業，種苗

添加事業，あるいは海洋牧場技術などと連携を持った事

業として発渓せしめることが必嬰な持点、が来ていると考

えられる。
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