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タイ湾における竹筋コンクリート製魚礁の実験

藤津和二郎*

Artificial Reefs Experiment in the Gulf of 

Thailand Using Bamboo-Reinforced Concrete 

Wajiro FUJISAWA * 

Abstract 

Southeast Asian countries hav巴 stronginterest in the artificial reef project in their territorial zone. To aid 

their program， the author implemented the following items at the Gulf of Thailand. First， an evaluation survey 

had been carried out at the sit邑sinstalled several types of meager modules for the last two decades by the 

Governm巴ntof Thailand. Second， an experiment was implemented， using the new types of bamboo悶reinforced

concrete modules from the economical point of view， which durability must be longer and in巴xpensivethan steel-

reinforced concrete. Follow-up survey had been carried out for one year after install巴dthe modules from the 

physical point of view ; i.e. to verify the stability of the modules. As a result， fortunately， immediately after the 

iristallation of the modules， they were proved to have stronger resistance to external forces than stated in the 

desing calculations. Nevertheless， the modules were found to be stable and undamaged during the follow-up 

surv巴y. As a conclusion， bamboo-reinforc巴dconcrete is suitable and recommendable material for the artificial 

r巴巴fmodule in the region. 

1 背景

筆者は， 1987年 5月から1990年 5月. 1991年 4月から

7月までの計2固に渡り，東南アジア漁業開発センター

(SEAFDEC)訓練部(タイ，パンコック市)に JICA専門

家として出向した。

SEAFDEC は，日本・タイ・マレーシア・フィリピン・

シンガポールの 5カ閣により 1967年12月に設立された地

域国際機関である。現在，本部・訓練部局(タイ，バン

コック市).養殖部局(フィリピン，イロイロ島).利用

加工部局(シンガポール)の 3部局から構成されている

が，近くマレーシアに調査部局が開設される予定である。

SEAFDECは我が留を除いた国々の水産技術の修得と向

上を自約としており，我が闘は組織運営に必要な資金援

助及び専門家を派遣している。

各部局の活動計画は，原則として，域内各国の要望に

基づき作成される。この要望の中に，筆者の携わった人

工魚礁も含まれており，このためわが閣に技術者の派遣

が要請された。このために，筆者が派遣された。域内各

1991年10月28日受理

本芙蓉海洋告書発株式会社 〒103東京都中央区a本橋
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国の魚礁事情については，水産庁涜発課担当官による報

告1)があるが，筆者は独自に各国の要望の度合を知りた

く，インドネシアを含めた加盟国を訪問し各閣担当官と

面談すると共に，直接漁業者に面談し関取調査を行った。

その結果として，東南アジア各国の人工魚礁に対する関

心は予想を遥かに上回ることが分かったので，聞き取り

調査から得た内容を，出来る限り今回の実験に盛り込む

こととしfこ。

一方，著者が SEAFDECに赴任するに襟し，佐藤修北

海道大学名誉教授から，東南アジア各国を対象に人工魚

礁を渓関する場合，竹筋コンクリート製単体は以下に述

べる特性を持つため，“竹筋コンクリート製魚礁"を取り

上げて，実験を行ってみてはどうか，との示唆があった。

① タイでは，竹は鉄に比較して遥かに安価で容易に

入手可能である。

② 竹は鉄に比べて，遜色ない引張強度を持つと予想

さ才1る。

③ タイは伝統的に，竹の優れた加工技術を持つ。

④ 鉄筋の場合は海水との接触により，錆発生に伴う

体積膨張が見られ，コンクリートが鉄筋と剥離する危険

があるが，竹筋の場合は海中に長期間置いてもコンクリ

ート中で剥離を起こすような体積膨張は起こさない。従

って，魚礁を製作中におけるひび割れの発生なと。施工に

対する注意、も緩やかで良いことになる。このことは，竹
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筋周聞のコンクリートのかぶりが多少不均一でも良いこ

とになり，極端な場合，竹筋の一部が露出しでも許容さ

れ得る。このため，単体製作に当り高度の施工精度を要

求せず，製作が容易となる。

③ 魚、礁単体が破壊した場合，海水中に露呈した鉄筋

は長期間漁具の破損等の被害を与えるが，竹筋は海水中

に露出すると，鉄よりはるかに速く腐食するため，漁具

等に与える被害は少ないと考えられる。

2.事前調査

筆者が着任してまず与えられた課題は，タイ国農業組

合省水産局が過去20年間に設震ました人工魚礁を multi-

disciplinary (多くの学問領減にわたるの意味，彼等は何

故かこういう難しい言葉を好んで使う)の視点から評価

することであった。

Fig.lに示す Pechaburi海域及び Rayong海域におい

て，同一内容の魚、礁認査を 3凶ずつ実施し報告書に纏め

ることであった。当時 (1987-1990) は，筆者の他に 2

人の日本人専門家(漁業資源担当，経済担当)が調査部

門に配属されていたので，この方々の協力を得て調査を

実施した。

調査結果の要約を次に述べるo

調査地点は，何れも水深20mより浅く，底質は砂地で

あった。ここに，中古タイヤ 4{習を縛ったものを主体に，

小型のコンクリートプロックが投入されていたが，タイ

ヤは結節が弱く殆とーがノfラパラになって砂に堤没してい

た。このため， Pechaburi海域では規定回数の調査を実

施する必要が認められず 2回実施したところで調査を

打ち切った。

漁民に対する閉さ取り調査では，この程度の魚礁でも

投入直後には漁獲が上がったので，もっと投入して欲し

いとの要望が寄せられた。漁獲調査からも，残存する周

辺では魚礁を投入していない場所と比較して，やや漁獲

が多いという結果が得られた。また，潜水調査からタイ

ヤ外周には付着生物量が少ないことが報告された。

一般に，タイ湾は勾配が 1: 1，000で表し得る平湿な

砂質海底である。湾内の全ての海域がこの様な平混面で

あるはずがないので，天然、礁の存在について漁業者に問

主取り調査したところ，① Rayong海域の近くに天然、礁

が存在すること，②その周辺が良い漁場となっているこ

とが分かった。そこで，これらの天然礁の規模と分布状

態を魚群探知機を使って調べた。その結果，高さ 2-2.5

m，猶 2-3m規模の天然礁が点在し，周辺に小島が分

布することが分かった。

水槽実験では，流れの中にある構造物の背後で，どの

ような乱れが認められるかを可視化した。さらに，砂地

に構造物を霞くと，流れによって洗揺が生じ，さらに洗

掘が進むと構造物は転倒するため，この一連の洗掘・転
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倒過程を円柱・三角柱・四角柱等を使って観察した。こ

れらの調査結果は，タイ水産局との協同プロジェクトと

して SEAFDECより出版されている 2)。

3.竹筋コンクリート製魚礁単体の製作及び設置

竹筋コンクリー卜製魚礁を製作及び設遣することを計

閲したが，タイ湾における魚礁設置海域は水深20mより

浅い海域であるため，藻場造成も併せて実施することと

した。筆者等が秋田県・男鹿市沖で実施した手法3)を参

考としたが，タイ湾の最大波高は秋田県沖合海域より小

さいので，海藻着生商を王子板とし，この平板を四本の柱

で支える単純形に改めた。

製作及び設置の過程を，①適地選定， ct使用する材質，

③単体の形状と製作，④設置に分けて述べる。

1) 適地選定

タイ湾の海底は王子垣な砂地であることを述べたが，海

図を詳しく見ると各所に変化を読み取ることが出来る。

タイ湾に主主怠する魚類等は，このような変化の多い微視

的地形を巧みに利用して漁場を形成している。単体形状

及び設置規模が小さいことから，このような特徴のある

池形を有効に活用することが望まれたものの，タイ水産

局が実施している FishFarming Project (我が留の“海洋

牧場計画"に栂当)を推進している海域を実験海域とし

た。筆者の選定した海域 (P.S.) と，実際に単体を設霞

した海域 (AR-9) をFig.laに示した。なお， P.S.周

辺の海底地形記録も併せて示した (Fig.lb)。
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Fig. 1 b The echo-sounder record at the 

proposed site. 

2) 使用材質

我が国では，国家予算に基づく魚礁設霞が実施されて

おり，その設置実績も豊富である o タイ国では我が国を

倣って，鉄筋コンクリート魚礁単体が設置されている。

一方，東南アジア諸障ではコンクリー卜はともかく，

鉄は自国で生産するに奈っていない箇々もあり，素主主品

と言い得る。人工魚礁を設置したいとの意欲はあっても，

周辺の基礎技術に関する条件が整っていない段階にある

地域に，我が国の漁場造成手法を未消化のままで持ち込

むことに強い抵抗を感じたため，地域の事情にあった素

材を考えることとした。各々の地域で容易に入手可能な

素材を組み合わせることにより，ある程度の期間，設置

した人工魚礁が「魚礁」として機能すること安期待し得

る素材を選ぶこととした。

これに応える素材として，佐藤修北大名誉教授から示

唆のあった竹筋コンクリートについて検討した。竹は広

く世界的に分布しており，熱帯・亜熱帯・温帯域を含め

て75属1250種ペタイ国のみでも11属60種分布している。

竹筋コンクリートに関する基礎資料は，我が悶建築学

会が銃に50年前に取り綴めているが5) 全て陵上構造物

に関するものであった。この資料によると 1893年頃建造

した竹筋コンクリート門柱を1936年に取り壊したところ，

竹筋は青味を失っていなかったと記されている。

今関，竹筋コンクリートを採用するに当たり，単体の

強度としては51っ張り強度確保が最も重要であるので，

竹筋の引張強度特性を測定した。試験には Bambusa

blumeana (孟宗竹に近い)を雨期に採取し 1cm角に分割

したものを竹筋として用いた。結果は表皮付で節の無い

部分が最も高い値を示し，これは葱筏 6mmの鉄筋の約

1/2であった。このことから，単位長さ当たりの叢量が

等しい場合，鉄筋と竹筋の51張強度はほぼ等しいと考え

られる。

一方，中古タイヤを魚、礁に転用する動さは，東南アジ

ア諸国のみならず，他の地域で認められる。事前調査の

際，潜水観察でタイヤ魚礁には付着生物量が少ないこと

を述べたが，同様の指摘がフィリピンでの調査からも得

られた。何等かの理由があるものと考え，タイヤ製造時

の配合物質を調査した結果，詳細は企業秘密に属するた

め，現確な結論を得ることは出来なかったが，概ね次の

ようなことが言える。

タイヤ製造には有機ゴム薬品(力持硫促進剤・老化防止

剤・加硫剤等)が使用されており，以前には強い汚染性

を持つ物質も含まれていた。その後の公害規餓の強化に

Fig. 2 bamboo bar arrangement 



より，幾つかの物質は呂米両国ともに製造中止となった

が，現在も有機ゴム薬品は使用されており，この中には

急性経口毒性LD50の値が小さい(毒性が強い)物質が含

まれている。荷題は，このような物質がタイヤ製造過程

では化学結合ではなく物理結合であるため，水温が常時

30
0

Cに近い海中では，これらの物質が容易に海水に溶出

する可能性があることである。このような素材を魚礁材

料に転用せざるを得ない点が問題であり，陸上で合成さ

れた物質は陵上で処理することが望まれる。筆者はこの

問題を. FAOインド太平洋漁業委員会 (Colombo.1990)

で指摘した 6)。

3) 単体の形状と製作

単体の規模は，高さ 2~2.5m. 幅 2~3mの天然礁が

点在していたことから，天然礁と問規模の単体を製作す

ることとした。形状は，安定した形として三角錐を原型

とした。さらに，設置する海域の底質が砂(粗砂)のた

め，洗掘対策として①設霊堂商を出来るだけ小さくする，

②設置面を板状にするのニ通りの対策を考えた。

単体の安定性は，我が国の基準を適用した 7)。すなわ

ち，設計波は 50年確率波の波高2.9mとし，流れは現場

調査で実測した 0.39cm/sに基づいた。また，藻場造成

の基盤については秋田県の事例を参考としたが，タイ湾

の海象条件は秋田県沖合海域と比較して静穏なため簡易

様造とした。

魚礁単体および渓場造成用基盤を竹筋コンクリートで

製作した。配筋は鉄筋と同様としたが，この様子と完成

品を Fig.2に示す。

4) 設置

Fig.3に示すように，コンクリート単体の悶に竹製の単

体を配置した。竹製はフィリピン・セプ島で世界銀行が推

進している地域開発プロジェク (CentralVisaya Regional 

Project-CVRP)の中で実施された人工魚礁プロジェクト

を実見し，参考にした。竹製単体はコンクリートプロッ
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Fig. 5 The course of typhoon “GAY" 

クを錘とし，ロープと連結して設置した。

設置方法は， Fig.4に示すようにクレーン付台船で設

置する方法とした。単体は合計17伺製作したが，ボール

ジョイント型及び三脚型を各 1偲ずつ設置したところで，

台風(コード名:GAY，気象観測所開設以来35年間で最

o-AAム一0 M愉刷胤叫叫o吋叫仙d也白u//¥m臼ecernbe町r.1989， during the 
fム一一」、、 northeast monsoon 

¥base lin問e〆ノ〆 U

大の台風)に遭遇した。台風はタイ湾中央に停滞してい [ 

た低気圧が急速に発達したもので (Fig.5)，海上並びに /八¥ ルて¥ Mo白lesobserved山 r8 months 

陸上で大さな被害をもたらした。特に，タイ湾中央部で川5 r.~ム斗手岩斗工 20:;e2232duringdleso仙
天然ガス採掘船が転覆し， 100人近い乗組員の犠牲者が b制 li問/" cm. 

生じ，漁業考も 400人以上が犠牲となった。我々の実験

では，設置のために傭船した台船が走銭沈没したのみで，

幸い人命に係る被害は避けることが出来た。今関の実験

として，設置直後に設計条件を上回る海象条件に遭遇す

る機会を体験した。設置 1ヶ月後，潜水観察を行った結

果では単体に異常は認められなかった。

4.追跡調査および提案

1) 追跡務蓑

単体を設置後年間の追跡調査を実施した。調査は

期間が限られていたことから，単体の安定・形状変化の

観察など物理的調査に焦点を澄いて 2ヶ月毎に観察す

ることとした。付随釣に行った生物調査として，単体設

霞時に，コンクリート製付着板を単体上下端に取り付け，

/ ¥ /^¥Modules observed after 8 months 
//¥¥//¥in  January， 1991. during the north-

10ヱ=年bd込之さ£主宰三金三工 15n?巾 e副 monSQon.after the end 
\/ι~~. of the south.southwest monsoon. 

base line 

/¥仏¥Modulesinstalled before typhoon 
/八¥刀¥¥“Gay"after 2 months in January， 

/ /\~ L-'"¥ 1 9 9 0  
15工主芸達企2ご去孟，;::TI三五二三三孟::t;I 20 

¥ /  cm. 
base line 

/ ¥ /八¥Modulesinstalled before typhoon 
/^¥U¥¥ “Gay" observed after 14 months 

--1/ \L~ιι←斗ふ in January， 1991 
25 工~清志立民主主孟ぬよ 35

¥/  cm 
もaseline 

Fig.6 The condition of the modules observed 

throughout 1990 
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ほぼ3ヶ月毎に回収し分析した。さらに藻場造成では，

対象としたホンダワラ (Sargassumpolycystum C. Agardh) 

の幼臨が放出しているのを確認した後，設重量済み基盤の

上に移植し観察した。

物理的な調査結果としては，設置した全単体は l年経

過した後も異常は認められず安定していた。ただ，ボー

ルジョイント型と三脚型の間では，埋没状況に相違が認

められた。つまり，前者の方がより埋没しており，また

埋没深さに変動が認められた。この壊没深さの変動を

Fig.6に示した。埋没調査は鉄棒に 5cm間隔に横棒を

溶接して作成したスケールを単体脚部の海底に突き刺し，

この変化を観察して得たものである。

付着生物調査としては，単体設置後 1，6， 7， 11， 13 

ヶ月経過後の付着板に付着した出現種及び個体数を計測

した。結果としては，付着生物の量は 1年間一方的に増

加するのではなく，あるfままで増加したのち減少する傾

向が伺えた。

藻場造成実験は，現場近くに分布していたホンダワラ

(S. po]ycystum)の幼脹放出が 2月に認められたので母藻

を採取し，基盤上に移植し新生群落の形成を期待したが

確認出来なかった。この原因としては，①基盤の設置水

深が天然での繁茂水深より深すぎたこと，①移槌した母

藻の量が少なかったこと，③基盤上への堆積物量が予想、

を大きく越えていたこと，④魚類、による食害等が考えら

れるが，明確な原悶は不明である。

その他に，自動カメラを海底に霞き，昼間と夜間に出

現する魚種を観察した結果，両者の間にかなりの棺違が

認められた。これらの結果はタイ水産局との合同プロジ

ェクト報告として SEAFDECより出版された8)。

2) 提案

今回の魚礁設置実験は，物理的側面に焦点をおいて実

施した。単体設置直後に設計条件を上回る海象条件に遭

遇したが，竹筋コンクリート製魚礁、単体は安定しており，

かつ損傷等は認められなかった。従って，竹筋コンクリ

ート製魚礁単体は，東南アジア諸簡で行う魚礁素材とし
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Fig. 7 Concept of the installation equipment 

ら実施するならば 3トンほどの重震を有する魚、礁単体

を海底に設置することは容易ではなく，何らかの沈設用

機材が必要である。そこで，錫採鉱に用いられた台船を

萎に簡易な装霞を紹介する (Fig.7)。

現在のところ，東南アジア地域で魚礁設置が想定され

る海域は水深20m以浅であることから，水産生物の生息

場造成の立場からは，号車場造成も併せて実施することが

望ましい。魚礁設霞と藻場造成の連係は，水産分野とし

て重要であるばかりでなく，環境保全の立場からも重要

であり，今後一層力を注ぐことが必要であろう。この点

については，急速な近代化が進んでいるタイ湾では特に

重要なことと考える。

5. 結 圭五
ロ口

て十分推奨し得るものである。なお，実際の単体製作に 今回，筆者がタイ障で試みた竹筋コンクリート魚礁は，

さいしては製作コストを引き下げるため，また魚礁事業 現在のわが国の魚礁実情からは馴染みにくいものがある

そのものが漁業者のためのものであることから，製作工 が，人工魚礁を東南アジア諸国に密着したものにするた

程を単純化する必要がある (CVRP計闘では製作設置の めには，地域特性に応じた素材を利用することが肝要で

全てを世銀の指導により，漁業者自らが行った)。この点、， あろう。

竹筋コンクリート魚礁単体の場合，割り竹を総んだ上に わが国の人工魚礁に関する成果は，海外でそれぞれの

コンクリートを巻くといった簡単な方法で製作が可能で 言語に，各国の視点から翻訳され，研究されている。し

ある。 かし，経験豊富な当事者であるわが国は，世界に共通し

今回製作した竹筋コンクリート魚礁単体の重量は， 2.6 得る認識を基に成果を翻訳し，技術として普及させ，各

~2.9ton であった。今回製作した単体が設置可能な海 国の要望に耳を傾けることが必要と考える。

象条件について検討した結果，東南アジアの広範密な地 さらに，海洋生物資源の需要が高まる一方で，開発途

域で採用し得ることが分かったヘしかし，前述の世銀 上闘での海洋汚染が急速に広まりつつあり，漁業の存立

CVRP計厨のように，魚礁事業そのものを地域漁業者自 そのものが筒われる事例が発生している。魚礁設置実験
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を行ったタイ湾はその良い例であるo 日本の第一次沿整

事業の総予算を上回る資金が日本からタイ政府に貸し出

され，東部臨海工業団地造成が進められている。そこで

は排水基準は一応設定されているが，タイ社会の特徴か

らみて，排水基準がどこまで守られるか疑問である。か

つて日本が辿った道を同じように辿りつつあるタイ国に，

同じ轍を踏まずに済むよう助言することは出来ないもの

であろうか。
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