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[研究論文l

魚礁における間伐材の特性と活用事例

伊藤 靖1*・三浦 浩1・押谷美由紀1

深瀬一之2・柳瀬知之3

The Characteristic and the Utilization of the 
Artificial Reefs with Thinned Trees 

Yasushi hol*， Hiroshi MIURA1， Miyuki OSHITANI1， 

Kazuyuki FUKASE2 and Tomoyuki Y ANASE3 

Abstract 
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Recently， thinned trees are used in artificial reefs in Japan but their effect on fish aggregation， 

increase of periphyton and their usefulness have not been studied. We researched utilization of the 

thinned tree reefs by a fieldwork and questionnaire survey. Ten thinned tree reefs and the normal reefs 

those are not using any tree， were placed on the frontage of Shimonoseki city in the depth of 12m and 

34m November， 2002. The change of a shape of thinned trees， fish aggregation and the increase e妊ectof 

periphyton were observed in 7-9 times a year for 3 years. The utilization of the artificial reefs with 

thinned trees were examined by questionnaire survey for 39 fishery bureaus of the metropolises and pre-

fectures and for 39 companies producing artificia1 reefs in 2005. 

As a result， artificial reefs with thinned trees contributed to ear1y increase of periphyton inc1uding 

marine borers， and superiority' was recognized in fish aggregation compared with artificial reefs tb:at do 

not install thiimed trees. In addition， some useful knowledge are also reported for the utilization and the 

durability of thinned tree reefs. 

l はじめに

森林は水源酒養や土砂流出防止， C02固定等の公益的

機能1)を有しており，自然環境保全に果たす役割は大き

い。また，これらの機能維持のためには生産林等を中心

とLた間伐などの適切な森林整備が不可欠である。森林

の間伐によって発生する木材を再利用することは，循環

型社会の形成を推進する観点2)からも重要であると考え

られる。こうした背景から，魚礁事業においても間伐材

2007年3月16日受付， 2007年7月3日受理

キーワード:間伐材，人工魚礁，魚類鯛集，餌料，海虫類

を導入する動きがみられている。一般に魚礁における間

伐材の利用は魚類の嫡集や，餌料生物の増殖等の効果を

期待するものである。その一方で，間伐材の魚礁部材と

しての特性や利活用に際しての基礎的知見が十分に集約，

整理されていないのが現状である。そこで，本研究では，

魚礁事業における間伐材の活用方策を策定するための基

礎資料を得る目的で，間伐材を用いた魚礁試験を実施す

るととも町に，アンケート調査によって得た全国各地の事

例の整理を行った。

Key Words ・thinnedtrees， artificial reefs， fish aggregation， feed. marine borers 
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2.調査方法

1)魚礁鼠験

(1) 試験場所と設置魚礁の概要

テストピース用魚礁では 8空m3のコンクリート製魚

礁本体上に直径20cm. 長さ30cmの間伐材および，同サ

イズのコンクリート擬木のテストピースをそれぞれ取り

付けたタイプVによって，間伐材の性状変化や付着動物

試験場所は山口県下関市長浦町地先の水深の異なる 2 の比較試料を得た。

箇所(I2m. 34m地点)で実施した (図ー1)。 水深34m地点では砂質の海底上にタイプ I-Nを2基

調査対象魚礁は間伐材魚礁を 2タイプ (タイプ 1.II). ずつ結合したものを 2セットとタイプVを1基の計17基

対照魚礁を 2タイプ (タイプm.N).テストピース用 をそれぞれ 5-lOm程度離して配置した。また，水深12

魚礁を 1タイプ (タイプV)の計 5タイプを製作し m地点では砂質の海底上にタイプI. II. Vを各 1基の

2002年11月に沈設した (図 -2)。 計3基をそれぞれ10m程度離して配置した (図-3)。

間伐材魚礁は，コンクリート製または鋼製部材による

8空m3の魚礁本体上に，直径20cm. 長さ 2mのスギ間

伐材 9本を取り付けたものをそれぞれ，タイプI. IIと

した。

対照魚礁では，上述のコンクリート製魚礁本体上にコ

ンクリート製擬木を取り付けたものと何も取り付けない

ものをそれぞれ，タイプm.Nとした。

県
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図-1 調査地点
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図-2 設置魚礁の構造
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図-3 魚礁の配置

(2)調査内容

調査は間伐材の性状変化，魚類の鋼集状況，付着動物

の着生状況の 3項目について実施した。

間伐材の性状変化については. 2003年2月 7月.10

月. 2∞4年4月 7月.10月.2∞5年4月. 10月の計8

回実施した。各身の魚礁について潜水目視による外観の

観察，及びテストピースの回収により，浮力およびフナ

クイム シ類やキクイムシ類による穿孔状況について調査

した。また.2∞4年10月以降は，回収した間伐材テスト

ピースの材端より左右 5cmの部位，および中央部につ

いて断面当たりの被食面積の割合 (以下，断面穿孔率と

略す)を測定し，平均値を求めた。

魚類の期集状況については.2∞3年7月.10月. 2004 

年4月 7月. 10月. 2∞5年4月.10月の計7回実施し

た。潜水目視により，各水深帯の魚礁タイプ毎に出現種，

全長，個体数，魚礁周辺の主な生息場所について記録し

た。また，観察された魚類については本調査と同時に実

施した釣獲記録等の実測データから体重への換算を行い，

実測データの得られない種については，その種の全長一

体重の関係式から体重の推定を行い，重量による評価を

何プIも o 2 倫明

一

行った。

付着動物については.2002年12月.2∞3年2月 7月，

10月.2004年4月 7月. 10月.2005年4月. 10月の計

9回実施した。各水深帯に設置したテストピース用魚礁

(タイプV)から，間伐材およびコンクリート擬木を調

査回毎に各 1個取り外し，水中で布袋に収容し，中性フ

ォルマリンで固定して分析試料とした。実験室において，
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木材表面の付着動物を掻き落し，種，個体数，湿重量を

測定した。また，穿孔性動物のフナクイムシ類やキクイ

ムシ類については間伐材テストピースを破砕して，全量

を計測した。

3. 調査結果および考察

1)魚礁鼠験

(1) 間伐材の性状変化

93 

2) アンケート調査

魚礁における間伐材の利用に関するアンケー トを2005

年に39都道府県の水産部局及び，魚礁メ ーカー39社に対

し実施した。うち 1府18県の海域に沈設された62件につ

いて木材の耐久性や効果等に関する情報が得られた。

魚礁沈設後の間伐材の性状変化について，外観，浮力，

穿孔状況の観点から表ー 1に整理した。

調査年月

2003.2 

2∞3.7 

2003.10 

2004.4 

2∞4.7 

2α)4.10 

2005.4 

2∞5.10 

沈設後 水 深

月数 外 観 浮力

3ヶ月 変化なし 浮力残存

8ヶ月 。 。

11ヶ月 イシ 。

17ヶ月 。 浮力ほと
んど消失

20ヶ月 一部で樹皮毒剤j離 浮力消失

23ヶ月 樹皮剥離が顕著
凹凸観察

29ヶ月 樹皮剥離が顕著
間伐材が取付枠か
ら脱落(タイプ1)

35ヶ月 脱落した間伐材は
魚礁直近に存在し、
比較的堅牢 (タイ
プ1)，テストピ
ースは全て脱落

外観の変化に着目すると水深34m地点では，魚礁沈設

後20ヶ月で樹皮の剥離が観察され， 23ヶ月後には木口の

凹凸が大きくなった。29ヶ月後には，タイプI魚礁にお

表-1 間伐材の性状変化

34m 水 深 12m 

穿孔状況 外観 浮力 穿孔状況

フナクイムシ出現 変化なし 浮力残存

。 増加 。 。

。 増加 。 浮力消失 フナクイムシ出現

フナクイムシ最大現存量 一部で樹皮自由j離 フナクイムシ最大現存量
間隙を観察

。 減少 樹皮剥離が顕著 。 減少

フナクイムシ減少 樹皮剥離が進行 。 減少
キクイム シ出現 材が痩せ細る キクイム シ出現
断面穿孔率 54% 断面穿孔率 :37% 

フナタイムシ消失 間伐材は消失し. フナクイムシ減少
キクイム シ最大現存量 魚礁周辺には見 キクイム シ最大現存量断
断面穿孔率:57% られない(タイ 面穿孔率:49% 

プ1)

キクイムシ減少 テストピースは フナタイムシは29ヶ月と
断面穿孔率 .不明 本材に比べ食害 同水準。
(テストピース脱落の為) が激しい キクイムシ減少
本材では42-46% 断面穿孔率:41%以上

(材端部崩壊の為，中心
部のみ測定)

写真一 1 海虫における間伐材の性状変化(沈設後四ヶ月の経過したテストピースの状況)

(00:) :水深12m地点のテストピース @渇水深34m地点のテストピース
⑤ :水深34m地点の間伐材脱落痕 ⑥ :水深34m地点の魚礁から脱落して海底に横たわる間伐材



いて間伐材の40%が残存し，脱落した一部は海底に横た

わっていた。これは間伐材の材端部の腐朽が進み，取付

枠から脱落したことを示す。35ヶ月後には同魚礁におい

て，更に脱落が進み，魚礁上には20%が残存するのみで

あった。また，魚礁直近に脱落した木材を引き上げたと

ころ，材端部の腐朽状況に比べて材央部のそれは僅かで

あった。またテストピースを取り付けたタイプV魚にお

けるテストピースは，全て魚礁から脱落していた。

水深12m地点では，魚礁沈設後17ヶ月で樹皮の剥離が

一部で観察され， 20ヶ月後には顕著となった。23ヶ月後

は，穿孔の度合が大きくなり，痩せ細った間伐材が多く

観察された。29ヶ月後には，タイプ I魚礁では， 10%が

残存し， 35ヶ月後には全て消失した。

水深別に比較すると樹皮の剥離，材端部の腐朽状況，

魚礁からの脱落とも12m地点が34m地点よりも顕著であ

った。

浮力については，水深34m地点では， 17ヶ月後で減少

し， 20ヶ月後には完全に消失した。一方， 12m地点では，

11ヶ月後には消失した。水深別に比較すると34m地点が

12m地点よりも長く浮力が維持された。一般に木材の空

隙や，吸着されている水分を除いた真比重は1.5であり 3)， 

海中に長期間漬けることにより， ZE隙が失われ，浮力が

消失すると考えられる。また，水圧と比重減少速度の関

係試験において木材が極めて初期 (8時間以内)に急激

に含水し，それ以降は緩やかに比重が上昇することが確

認されている4)。以上から浮力保持の期間は水深(水圧)

の影響に加えて，沈設以前の木材の保管状況に伴う含水

率の違いを反映した ものと推察される。

穿孔状況に着目すると，間伐材はそれ自身を餌料や生

息場とする海中用材食害虫5)，6) (以下海虫類と略す)の

食害により穿孔を受け，円筒状の孔が形成される。本調

査で出現した海虫類は軟体類に属するフナクイムシ科

Teredinidae7)，8) と甲殻類に属するキクイムシLimnoria

lignorum9)に大別される。水深34m地点では 3ヶ月後

よりフナクイムシ科が出現し， 17ヶ月後には最大現存量

となり，その後減少に転じた。一方， キクイムシは23ヶ

月後に出現した。テストピースの断面穿孔率を算定した

ところ29ヶ月後で57%であった。水深12m地点では， 11

ヶ月後よりフナクイムシ科が出現し， 17ヶ月後には最大

現存量となり，その後減少に転じた。一方，キクイムシ

は23ヶ月後に出現した。テストピースの断面穿孔率は29

ヶ月後で49%であった。水深別に比較すると， 34m地点

が12m地点よりもフナタイムシ科の出現時期が早く，断

面穿孔率も高い結果となった。

(2) 魚類の鋼集状況

水深34m地点に沈設した魚礁における魚類の鯛集状況

を図-4に示す。設置 l年目では，タイプW以外は同水

準であった。2年目では，間伐材魚礁での蛸集量が卓越

間伐材魚礁 | 対照魚礁

図-4 魚類の甥集状況 (34m地点)
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図-5 魚類の出現種 (34m地点)

。

した。3年目では，間伐材魚礁タイプ Iが最大であり，

次いで間伐材魚礁タイプEと対照魚礁タイプEが同水準

であった。また 3ヶ年で累計すると，間伐材魚礁が対

照魚礁よりも燭集量が多い結果となった。また， 全調査

結果から，出現個体数，湿重量について検定を行ったと

ころ，間伐材魚礁で有意に多い (Friedman順位検定

危険率 5%)結果が得られた。

魚礁タイプ別の出現種数を図ー 5に示す。種類数にお

いても，間伐材魚礁が対照魚礁よりも若干多い傾向がみ

られた。また， 魚礁における日中の魚群分布様式10)は

以下の 4型に類型化される。 I型魚礁に体の大部分，

もしくは一部を接触させている種。 E型:体を魚礁に接

触させることは少ないが，魚礁の極く近い所に位置する

種。E型・主として魚礁から離れた表中層に位置する種。

W型:主と して魚礁周辺の海底に位置する種。

魚礁のタイプ別による魚類の出現傾向の違いは認めら

れず，その分布様式は E型が最も多く，次いで I型で，

E型及びN型の出現種は僅かであった。

魚種別出現傾向に着目すると，全期間の累計では，個

体数ではテンジクダイ類 (ネンプツダイApogonsemiluト

コスジイシモチApogonendekataenia，テンジクダea白，s，
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イ科Apogonidae) が，湿重量ではアジ類(マアジ

Trachurus japonicus，アジ、科Carangidae)が多かった。

個体数および湿重量の多かった種は上記以外に，イサキ

Parapristipoma tri/ineatum，ホシササノハベラPseudolabrus

sieboldi，カワハギSteph仰 olepiscirrhiferであり，マハタ

Epinephelus septemfasciatusについては，個体数は少ない

ものの， i毘重量が大きく，大型個体が多い傾向がみられ

た。調査時期別には，春に少なく，夏・秋に多い傾向が

みられた。

魚礁の設置水深別の魚類の鯛集状況を図-6に示す。

3ヶ年を累計すると水深34m地点が12m地点を上回る結

果となった。経年変化に着目すると，設置 1年目では水

深による差は僅かであった。 2年目以降は，水深34m地

点が12m地点を上回る結果となった。
物>全付着動物と考えられる。

付着動物の単位面積あたりの湿重量について全期間

( 3ヶ年 9回調査)を累計した結果を図一 7に示す。

全付着動物の出現量は，水深34m地点， 12m地点ともに

コンクリートが間伐材よりも多くなった。水深別には12

m地点が34m地点の約 4倍の出現量であった。餌料動物

については，水深34m地点では，間伐材とコンクリート

が同水準であり， 12m地点で、は，コンクリートが間伐材

よりも若干多かった。水深別には12m地点が34m地点の

約 7-12倍であった。選好性餌料については間伐材がコ

ンクリートを上回っており，水深34m地点では約 9倍，

12m地点では約 3倍であった。水深別には12m地点が34

m地点よりも若干多かった。

海虫類の出現状況を図-8に示す。フナクイムシ類で

は，クロヌマオオフナクイムシBankiacarinata，フナク

イムシTeredonavalisの2種が出現したが，後者がほとん

どであった。水深34m地点では沈設後 3ヶ月で出現し，

17ヶ月後で最大となり 29ヶ月後には消失した。水深12m

地点では沈設後11ヶ月で出現し， 17ヶ月で最大となり，

20ヶ月以降は減少傾向を示した。両地点ともに出現傾向

は類似していたが最大現存量は水深12m地点が34m地点

を上回った。一方，キクイムシは水深34m地点では沈設

図-7
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今回の調査結果から，魚類の蝿集については出現種 ・

量ともに間伐材魚礁において優位性が認められた。これ

は次項で述べる餌料生物量の結果を反映した結果である

と考えられた。一方で，燭集量については設置水深や魚

礁の配置，規模等が複合的に関与した可能性もあること

から，それらの条件が異なる地点問での量的比較には注

意を要する。

(3) 付着動物

付着動物については，テストピースにおける試料の解

析結果から， ①全付着動物， ②餌料動物，③選好性餌料

動物の 3つの観点で出現量(湿重)の評価を行った。こ

のうち①全付着動物は全出現種を計量したものであり，

②餌料動物は①全付着動物から海綿動物門，コケムシ綱，

ホヤ亜綱を減じたものであり， ③選好性餌料動物は多毛

類とフジツボ類を除く甲殻類と小型貝類(概ね殻高また

は殻幅lOmm以下)を合計したものである。なお，海虫

類は①~③に含まれる。魚類の餌料としての観点から，

これらの相対的な重要度の序列は選好性餌料>餌料動

魚類の蝿集状況の水深別比較図-6
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35 

後23ヶ月で出現し.29ヶ月後に最大となり.35ヶ月後に

は減少した。水深12m地点でも34m地点と同様の出現傾

向を示したが，フナクイムシ類に比べて，小型であるこ

とから，湿重量は僅かであった。

魚類の餌料として最も利用頻度が高いと考えられる選

好性餌料の経時変化を図-9に示した。水深34m地点で、

は，設置後11-35ヶ月で間伐材がコンクリートを上回る

結果となり. 17ヶ月後と35ヶ月後で湿重量は極大となっ

た。水深12m地点では，設置後3-35ヶ月で間伐材がコ

ンクリートを上回り. 17ヶ月後で極大となった。両水深

ともに，調査期間中の選好性餌料はいずれも間伐材が卓

越した。

このように，間伐材を取り付けた魚礁は餅料効果の早

期発現に貢献しているものと考えられた。一方，海虫類

のうち湿重量の大きいフナクイムシ類の出現傾向は選好

性餌料と同様の傾向を示しており，食害によって木材の

耐久性を低下させる反面，魚類の餌料として漁業生産に

貢献しているものと考えられた。また，フナクイムシ類

の食害痕である巣孔には，海虫類の消失後も小型のエ

ピ・カニ ・貝類等の選好性餌料生物や，ハゼ科魚類やタ

コ類の生息場として利用されていることも明らかになっ

た。従って，このような二次的な餌料効果も含めると間

伐材が崩壊，消失に至るまでは餌料生物の生産基盤とし

て寄与しているものと考えられた。

2) アンケート調査

(1) 間伐材の活用方法

アンケート調査結果を表-2に示した。間伐材の魚礁

への活用方法は，木材を構造部材として用いる方法とコ

ンクリート魚礁や鋼製魚礁の機能部材として用いる方法

に大別される(図-10)。構造部材として用いる方法で

は，コンクリートの台座の上に木材を井桁に組む方法が

大半を占めた。また，機能部材として用いる方法では，

本体魚礁は鋼製魚礁とコンクリート魚礁が半身であった。

魚礁 1基あたりの大きさについてみると. 10m3以下の

25 

20 

語15

~10 

。

図-10 間伐材の活用方法

N=57 -木材を機能部材として使用

白木材を構造歯車材として使用

-10 何回 向冊 目 1∞ -2<叩町民)() -1町湖町Z低調。

魚破容積(m')

図-11 間伐材活用魚礁の大きさ

ものが最も多く.57件中21件を占め，このうち18件は木

材を構造部材として使用した魚礁であった (図ー11)。

活用された間伐材の種類はスギ38件，ヒノキ14件，ス

ギ及びヒノキ 5件，その他1件であり，わが国における

人工林の主要な樹種が使用されていた。

間伐材の径は 8-22cmの範囲にあり，特に1O-20cm

のものが多く使用されている。長さは0.3-12mと幅が

あるが. 1-2 mでの使用が多い。12mのものは原木の

まま使用された希有な例で，丸太では長いもので 4mで、

あった。ちなみに間伐材は 3-4mの長さで流通するの

が一般的である o

魚礁への間伐材の取り付け本数は40本以下が多い

(図-12)。今回収集した事例には井桁組みの魚礁が多く ，

これらの大半は40本以下の木材で組んである。魚礁容積

と木材の使用本数の関係についてみると必ずしも大きな

魚礁に大量の木材が取り付けてあるわけではなかった。

25 

20 
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0 
-20 四 40-80 -80-1∞-120白 1崎町1・0-180四 zω 筑栂〈
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図ー12 魚礁 1基あたりの木材本数
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表-2 間伐材活用魚礁の概要 (アンケー卜結果)

Nol (情事報業提主供体者)

魚 礁 間 伐 材

機 種 長(mさ) (幅m) 高(mさ) 沈投年度 横類 (c径m) (長cmさ) 本数 取付方法 耐久処理

A型魚礁 H14 
杉 20 2∞ 4 井桁組み なし

2.01 2.0 2.0 
杉 15(原) 20 井桁組み なし青森県 180 

2 ニ井住友金属 TR-3型 3.01 3.0 3.0 H15 杉 20 時ι3∞ 29 ボし怯ル組ト止及めび蝿きなま なし

3 秋田県 海洋土木 FP325型 3.31 3.3 4.0 H15 杉 20 3∞ 16 ユーット式 なし

4 宮山県 大栄海事 MC・2型 φ5.0 2.51 H12 杉 15-20 京洛4∞ 140 ボルト止め なし

5 石川県 広和 P60-K4 421 4.2 1.91 H14 杉 10 
701 40 埋め込み式

シリコン被覆
l∞ 28 挿し筋固定

6 福井市 間伐材魚礁 2.31 2.3 2.01 HI5-17 230 24 埋め込み式 なし

7 一 回 町 間伐材魚礁 1.51 1.5 1.51 H12-16 15-20 150 16 井桁組み なし

8 美浜町 間伐材魚礁 2.21 1.6 2.01 HII-17 17 220 20 井桁組み なL

9 愛知県 間伐材・人工海藻魚礁 1.71 1.7 1.81 H16 杉 15 150 20 井桁組み なし

10 一 重県 2m角型鋼製魚礁 2.01 2.0 2.0 HI0 櫓 12 180 144 なし

11 京都府 神鋼建材工業 E600-W型 11.0 11.0 8.5 HI3-16 杉槍 ι15 3∞品∞ 36 ボルト止め なし

曜 兵雌県
県設計 間伐材付鋼製魚礁 2.01 2.0 2.3 H15 杉 18-20 2∞ 20 ユニッ ト式 なし

v;~設計 間伐材井桁魚礁 3.01 3.0 2.4 H15 杉 20 2∞ 28 ユニット式井桁組み なし

1 」1 1114 5 6 
金田建設柱状間伐魚礁 8.5M型 4.51 4.5 8.5 Hlι20 杉 20 4∞ 88 ボルト止め なL

lゐ般県 金田建設柱状1間伐魚機 12.5M型 4.51 4.5 12.5 HI6-20 杉 m 4∞ 112 ボルト止め なし

間伐材耐久試験礁他 H13 杉 18 2∞ 30 なし

17 新笠戸ドッグンファム 8.1 8.1 3.6 H16 檎 13 2∞ 656 埋め込み式 ・金具悶定 なし

2∞ 32 ユニット式 なし
18 

山口県
海洋土木 ハイブリッド型間伐材魚礁(豊浦) 3.31 3.3 4.21 HI4-15 槍 11-17 

羽 94 埋め込み式

4砂 (吉母) 3.31 3.3 4.21 H15 檎 11-17 向上 向上 埋め込み式
， (奈古) 3.31 3.3 4.2 槍 11-17 向上 向上 埋め込み式

21 香川県 2.01 2.0 1.01 H13 檎 15 2∞ 17 ボルト止め なし

22 杉魚礁 s54 杉 Iι16 sα}'12∞ l 原り本付けに沈ア睦ンカ ーτ唱 なし

国 高知県
本の魚礁 複数 40 I ~礁mのコ上ンにク槽リ状に組ト魚む 合成樹脂浸透3.01 3.0 6.1 H8 15 2∞ 

24 中山製鋼所 スリースターリーフFW-l型 4.01 2.0 3.01 H13 杉 15 
2∞ 92 カゴ式 部処フェノー

福岡県 4∞ 44 ル理

回E 中山製鋼所スリス タ リフ1・8N-GF 10.0 10.0 ι01 H16 杉 14-18 2∞ 80 カゴ式 なし

場 大分県
海洋土木 FP3.25型 3.31 3.3 4.4 H16 杉 17 3∞ 40 カゴ式 なし

佐伯鉄錆組合マリノリ 7鋼製魚礁 9.11 7.8 6.2 H16 杉 17 2∞ 555 カゴ式 なし

4m角型魚礁 4.01 4.0 4.01 H16 柑 ¥()'¥4 340 ω なし

長崎県 4m角型魚礁 4.01 4.0 4.01 H16 槍 I品14 340 ω 金具固定 なし

2m角型魚礁 H17 杉 Iι14 140 23 なし

31 上対 応 町 海中林魚礁 562 槍
10 2∞ 24 井桁組み

なし2.01 2.0 3.5 
8 3切 8 縛り付け

32 下県郡森林組合 丸太材魚礁 1.51 1.5 2.01 H13 檎 12 2∞ 10 埋め込み式・挿u臨聞定 繍煙 。木酢液

出 上県町
間伐材魚礁 1.7m角 1.71 1.7 2.01 H14 杉 >15 170 23 井桁組み なし

間伐材魚礁 2m角 2.01 2.0 2.01 H15 杉 17-22 2∞ 20 井桁組み なし

35 対馬市 間伐材魚礁 2.01 2.0 2.01 H15 杉 ¥7-22 2∞ 20 井桁組み なし

36 福江市 間伐材魚礁 1.51 1.5 1.5 H14 杉槍 13 1~泊 30 井桁組み なし

自 島原市
間伐材魚礁 2.01 2.0 2.4 H14 杉槽 13 175 45 井桁組み なし

間伐材魚礁 2.51 2.5 1.8 H15 杉・檎 13 加 96 井桁組み 都民化

39 長崎市 長崎型鋼製魚礁 4.41 4.4 4.41 HI4-16 杉 15 2印 96 井桁組み 末日塗装

40 平戸市 中山製鋼所スリスタリ フHW-2型 6.21 4.3 2.5 H16 杉檎 1()'14 205 132 カゴ式 なし

木製魚礁(井桁型) H16 杉
8 H泊 15 井桁組み なし41 1.51 1.5 1.5 
16 150 20 

ー省水工 えさやきん 2.01 2.0 1.71 H15 杉 13 200 22 井桁組み なし

ー省水工 えさやきん 2.01 2.0 1.71 H15 繍 13 2∞ 22 井桁組み なし

熊本県 -省水工 えさやさん 2.01 2.0 1.7 H14 術 13 2∞ 22 井桁組み なし

ー省木工 えさやきん 2.01 2.0 1.7 H16 柑 13 200 22 井桁組み なし

旭化成建材 ANT魚礁 4.01 4.0 4.01 H16 槍 151 1ぬ4∞ 44 井桁組み なし

木製魚礁(井桁型) 1.0 1 1.0 1.0 H16 杉 10 1∞ 24 井桁組み なし

間伐材利用魚礁 H16 杉 15 H同 16 なし

49 宮崎県 新型魚礁開発共同企業体実用型試験礁 H16 杉 20 I∞ Iω 埋め込み式 セメント被覆

50 鹿児 島 県 ヤマハ発動機 トラスリーフTR65 H16 杉
18-22 200 64 

縛り付け なし13.4 13.4 9.7 
18 200 192 

51軍需書聖書植村 コンクリート及び鋼製角型魚礁 2.01 2.0 2.01 H14 杉 20 2∞ 9 ユニット式 なし

52広和制 PI百}.K4(FB8) H13 杉 10 
701 40 埋め込み式(1-2) 両端被積

4.21 4.2 1.9 
1∞ 28 帰し筋固定(1-3) なし

53 日銭建材工業側 シ ポリス魚礁D5-K型 φ11.05 5.31 H15 杉 20 130 80 ユニ ッ ト式 なし

54丸建設側 カルセラリー7 2.2m型 2.5 2.51 2.0 H16 杉 20 2∞ 18 カゴ式 なし

55型号脅TZふジ マリンフォレスト 3.0 3.01 4.0 H7 杉 13-28 310-420 4 埋め込み式 歯セ科ラ撞ミ布ックス

561 ~クナスカ醐イオ ベ γ クレフイズ間伐材魚穂 (水産増殖施般側製) 2.3 2.31 2.0 H15 杉 25 230 24 ボルト止め なし

57若築建設側 鋳鉄枠組木材魚礁(綱島原鉄工所製) 2.01 2.0 2.0 H14 杉 13-15 2∞ 70 蝿量.，の穴に材木を通す なし

58ライトノコスモ側 四角錐台形間伐材藻場礁 5.61 5.6 1.81 H13 杉 20 2∞ 25 埋め込み式 焼きl告がし

判守歩轟マリンテ AS魚礁 9M型 (旭化成建材側製) 10.8 10.8 9.0 杉 10 回 108 カゴ式 なL

ANT魚礁 (旭化成建材綿製) 4.01 H16 杉
16-19 147 16 井桁組み なし

ω " 4.01 4.0 
16-19 396 28 

61 ぞシ AT魚礁V型 (旭化成建材側製) ι91 5.9 2.51 H16 杉 13 1∞ 48 カゴ式 なし

62側新笠戸ド ック シファム3F2.0PI-W型 4.91 4.6 6.0 HI4 杉 17 30 縛り付け なし
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図-13 間伐材の取り付け方法
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月敏

山口県絢丸太、径1畑、憂き1ω師{事例18)
島担県・杉丸末、.1加胃、墨書Eぽlcm (事例16)
膏鎌県・杉太厳調書、厚1畑、駐2蜘 {事例1)

図-15 木材の強度変化

穿孔率が約50%であった。フナクイムシ類の多くは木口

より侵入し，成長しながら中央部に向けて穿孔する過程

で自然死亡や魚類の捕食により死亡するため，中央部で

は木口に比べて食害が小さい。このことは，木材の長さ

が長いほど耐久性が高いことを示唆している。

木材の曲げ強度の指標であるヤング係数の変化傾向は

ヒノキとスギで異なる。ヒノキのヤング係数は初期の減

少率が高く，沈設後16ヶ月で半減したが，その後の減少

率は鈍化した。これに対し，スギのヤング係数の減少率

は24ヶ月までは小さく， 25%程度に留まった。しかし，

その後，減少率が増した(図一15)。

間伐材活用魚礁における木材の耐久処理として，合成

図-14 間伐材の取り付け例 樹脂の浸透，フェノール処理，木酢液への浸透，煤煙処

理，炭化，セラミックス塗布，シリコン被覆，セメント

間伐材の取り付け方法としては，挿し筋で井桁に組む 被覆，焼き焦がしなどの手法が採用されている。このう

方法が最も多かった(図一13.14)。井桁組み魚礁は問 ち，シリコン被積，合成樹脂浸透，フェノール処理，木

伐材が魚礁の構造部材として使用されているため，間伐 口の埋め込みについては効果が確認されている。また，

材が腐朽・崩壊した後は魚礁機能が殆ど失われる。海中 木材の耐久性のみを追求するのであれば，クレオソート

に放置した木材は木口からフナタイムシ類の食害を受け が効果的であるが，環境面への配慮からこれらの薬剤jの

るこ とが確認されており，材端部のみを魚礁本体に固定 使用は限られたものとなっている。耐久処理は，環境へ

する方法では，間伐材が早い時期に脱落しやすい。ただ の影響，餌料生産性，経済性等を十分検討したうえで採

し，材端部のみの固定であっても，木口が隠れる埋め込 用の可否や方法を選択するのが望ましい。

み方式では，木口からのフナタイムシ類の侵入を防ぐこ 木材の浮力は保管方法，樹種，個体差などによって多

とができるため，木口が露出する固定方法に比べて魚礁 少異なるが，海中に浸け置いた木材の浮力は長いもので

上に長く留めることができる。また，魚礁試験で紹介し l年程度持続する。木材の浮力が消失しないうちに魚礁

た山口県豊浦のユニ ット方式による取り付け例では，木 から外れると，浮上，漂流して船舶や漁具等に損傷を与

口を露出した材端部のみの固定であるにもかかわらず， える可能性があり，危険防止の而からも木材を穣実に魚

設置後35ヶ月でも木材が残存しており，大分県の埋め込 礁に取り付けることが重要であるo

み方式よりも長い期間，魚礁上に木材が残存している。 (3)魚類の蝿集

このことは，海域条件が木材の食害速度に深く関係して 潜水目視観察による嶋集量調査(重量ベース)の結果

いることを示唆している。 によれば，沈設 2年目までは間伐材活用魚礁で崎集量が

(2)耐久性 多い傾向がみられる (表-3)。

海中における木材の寿命は，海域，水深，木材の大き (4)餌 料 生 産

さ・種類により異なるが，各地の事例より概ね 3-5年 木材を餌料生物の生産基盤として見た場合，各地の調

と考えられる。 査結果から①沈設後 2年程度はコンクリ ートや鋼材等に

海虫類の食害により生じる木材の減量は，山口県豊浦 比べて付着性の餌料生物が多い傾向が見られる，②沈設

海域に29ヶ月設置した長さ 2mの木材の木口付近で断面 後の短期間でヨコエピ等の有用餌料が大量に発生する，
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表-3 間伐材活用魚礁と対照魚礁の蝿集量比較 る性質が明らかになっている。このような木材の特性を

単位。件 踏まえ，危険防止の面からも木材を確実に魚礁に取り付

I年目 2年目 3年目 4年目 不明 言1 事例番号

fm伐材魚
9 6 2 1 I 19 

3.5.9.16.19.20. 
礁で多い 23.51.52 

対照魚礁
2 2 2 6 5.16.2.20.57 

で多い

同 等 3 4 1 I 9 
5.10.16.19.37.5 
1.52.55 

③他の部材ではみられないフナクイムシ等の穿孔性の餌

料生物が生産されるなどの優れた簡が明らかになった。

魚礁設置直後は魚礁本体のコンク リー トや鋼材にまだ

餌料が付きにくい時期であり ，木材は魚礁効果の早期発

現に寄与すると考えられるo

4.まとめ

間伐材を用いた現地調査(魚礁試験)結果およびアン

ケート調査によ って得られた全国各地の事例から間伐材

の特性をとりまとめ，魚礁に利用する際の考え方を以下

に整理した。

1)耐久性

現地調査では，沈設後17-20ヶ月で樹皮の剥離がみら

れ， 29ヶ月後以降は一部の魚礁で取付枠から脱落してい

る。水深別には浅所 (12m地点)が深所 (34m地点)よ

りも樹皮の剥離，材端部の腐朽状況，魚礁からの脱落と

もに顕著であった。一方，全国の事例をみても早いもの

では 2-3年で崩壊に至り，長いものでは 5年以上残存

している。また，木材の強度も経時的に減少している。

従って，適切な取り付け方法や，設置時期，設置水深を

検討することにより，木材の寿命を 5年程度確保するこ

とが可能と考えられる。

(1)耐久処理

現地調査では，特に耐久処理を施さない木材を取り付

けたが，全国の事例では，多くの手法が採用されている。

これは海中に放笹した木材は木口からフナタイムシ科の

食害を受けることが確認されていることから，木材への

進入を物理的に遅らせる方法として考案されたものであ

る。このうち比較的効果の高い方法としては，シ リコン

被覆，合成樹脂浸透，フェノール処理，木口の埋め込み

であった。耐久処理は餌料生産性や経済性等を検討した

上で採用の可否を決定するのが望ましい。

(2)浮力

現地調査では，沈設後11-17ヶ月で浮力が消失してい

る。一方，全国の事例では木材の保管方法，樹穏，個体

差な どによるが，海中に浸け置いた木材の浮力は長いも

ので 1年程度持続している。また，既往の水圧と比重減

少速度の関係試験において木材が極めて初期(8時間以

内)に急激に含水し，それ以降は緩やかに比重が上昇す

けることが重要である。

(3)穿 孔 状 況

現地調査では，沈設後 3-11ヶ月でフナタイムシ類が

出現し， 17ヶ月で最大現存量となった。一方，キクイム

シは23ヶ月後に出現した。テス トピースの29ヶ月後の断

面穿孔率は水深34m地点で57%，12m地点で49%であっ

た。水深別に比較すると深所 (34m地点)が浅所 (12m

地点)よりもフナタイムシ類の出現時期が早く，断面穿

孔率も高い結果となった。フナクイムシ類の多くは木口

より侵入し，成長しながら中央部に向けて穿孔する過程

で魚類の捕食等を受けて死亡するため，中央部では木口

に比べて食害が小さいものと考えられる。このことは，

木材の長さが長いほど耐久性が高いことを示唆している。

(4) 取 付 方 法

全国の事例を整理すると，間伐材の魚礁への活用方法

は木材を構造部材として用いる方法と，機能部材として

用いる方法に大別され，前者は井桁組みが中心であり，

後者は埋め込み式，ボルト止め，カゴ式，ユニット式等

であった。木材を構造部材として使用する場合には，間

伐材が腐朽 ・崩壊した後は魚礁機能が殆ど失われる。ま

た，多くの事例で木材は材端部から食害が始まることが

確認されており，ボルト止めやユニット式のように材端

部のみを固定する方法では，木材が崩壊に至る前に魚礁

から脱落しやすいと考えられる。間伐材の長期的な利用

の観点から，材端部以外の箇所も魚礁に固定するなど，

食害の進行によっても木材が魚礁から脱落しない方法を

講じることが望ましい。

2)魚類の燭集

現地調査では 3ヵ年で累計すると，間伐材魚礁が対照

魚礁に比べて魚類の出現種，嫡集量ともに多い結果とな

り，間伐材魚礁の優位性が認められた。これは餌料生物

量が対照魚礁より多いことを反映した結果であると考え

られた。一方，全国の事例では沈設後 2年目までは間伐

材魚礁で鰯集量が多い傾向がみられた。間伐材魚礁の調

査研究はまだ浅く，魚介類の婿集量が海域，季節，魚礁

規模等に大きく支配されることを考えると，情報量は決

して十分なものではないが，これまでの知見を総合する

と沈設後概ね 2-3年は間伐材魚礁が対照魚礁に比べて

燭集量が多いものと判断された。

3) 餌料生産

現地調査では，魚類の選好性餌料は水深34m地点，12 

m地点いずれも沈設後 3-35ヶ月は間伐材がコンク リー

トを上回っており，間伐材を取り付けた魚礁は餌料効果

の早期発現に貢献しているものと考えられた。また，全

国の事例では，木材を餌料生物の生産基盤として見た場

合，①沈設後 2年程度はコンクリートや鋼材等に比べて
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付着性の餌料生物が多い傾向が見られる，②沈設後の短 検討委員会の検討委員各位には，貴重な助言を頂戴した。

期間でヨコエピ等の有用餌料が大量に発生する，③他の ここに記して深謝申し上げる。

部材ではみられないフナクイムシ等の穿孔性の餌料生物

が生産されるなどの優れた面が明らかになった。フナタ

イム シ類は食害によって木材の耐久性を低下させる反面，

魚類の餌料となっていると考えられる。また，フナクイ

ムシ類の消失後の巣孔を選好性餌料生物や魚介類が生息

場として利用していたことから，このような二次的な餌

料効果も含めると間伐材が崩壊，消失に至るまでは餌料

生物の生産基盤として寄与しているものと考えられた。

5. おわりに

かつては漁業者の経験に基づいて沈設されていた木材

を用いた魚礁について，本調査で得られた知見により，

機能の一端が明らかとなった。また， 今後の水産基量産整

備事業をはじめとする魚礁事業における間伐材の利用や

使い方に関する提言は利用の手引き 11)に反映されてい

る。
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