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漁場整備・人工魚礁の歩みと現状

伊藤 靖キ

Creation of Fishing Ground . Artificial Reef and Present Conditions 

Yasushi ho* 

Abstract 

The study of an artificial reef consists of three fields : 1) Fisheries civil engineering field of artificial 

reef of structur巴， stability. etc. 2) Biological field of artificial reef and fishes' ecology etc. 3) Society and 

economics field of effect of fishery production by artificial reef etc. In this paper. the progress. state and 

development of study of an artificial reef is described from three fields 

1 .はじめに

人工魚礁とは水産生物の鰯集や保護培養を g的に，人

工的に造成した魚礁構造物の総称である。

水中に人工的な構造物を設置すると，そこに王寺、が集ま

ったり， i1in菜が務生したりすることが古くから知られて

いる。人工魚礁の祖援は，日本全国各地で行われてきた

柴泣漁法，二rllll日!の石塚，および鳥取県泊!Jluiむの石釜な

どで，木材や石材を水rj:tに沈めて魚を集め，漁獲するi(t

漁法であるとされている(小川， 1968)1l。人工魚礁の最

古の記録は承応年IIU (1652~ 1655:fJ三)に，土佐務の家老

であった野中古rWlが，高知市ifli戸沿岸で、行った投石によ

る築磯の記録がある(大島， 1994) 2)。その後， 1794年に

は淡路島や愛媛県沿岸で，魚が沈紛に集まって好漁場に

なっていた経験から投石や船を沈めて漁場としている。

また， ~議場の造成としては，亨保年間 0716~1736{ド)

に津軽で，文政年rm0818~ 1830年)には北海道で，投

石によるコンブ潔坊の造成を行った記録が残っている。

その後，投石，土俵，柴，および廃船などの沈設による

築磯として，漁場造成が会図的に行われるようなった。

さらに， 1932年頃には図の沿岸漁業振興対策の中で， ifEg

殖施設として災施されるようになり，この頃にはコンク

リートによる人工魚礁が，山口県や宮崎県で試尽されて

いる(後藤， 1935) 3)。大正時代以降，増娘施設，およ
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び築磁などに対して間の補助金が交付されるようになっ

た。

漁場ま察官Ilが体系的に図の施策として開始されたのは，

第二次世界大戦以後になってからである。 1952年にi認の

制度による浅海漁場開発事業が開始され，殺Hえおよび客

二仁に併せて投石やコンクリートブロックなどによる漁場

造成が行われるようになった。

公共事業として実施された沿岸漁場設備開発事業は，

1976'ドから2001年のIIlJに第 1次計額から第 4次計繭まで

行われている。第 1次沿岸漁場整備1I自発卒業は， ff.1Ji\~設

置， :1首養荷主j#iの造成，および沿岸漁場の保全の 3つの柱

に区分し卒業が実施された。第2次i合員士漁場主主係i開発卒

業は，新たに海域開発恭幹事業を新設し，事業規模の拡

大が滋lられた。事業規模が拡大されることに伴い，広い

ヤードと長い養生期間が必姿な現場打ちのコンクリート

ブロックだけでは卒業笑施が間に合わない状態となった。

この頃から，工場で製作され現場で組み立てる組立浪の

人工1.¥l.1i¥¥¥や，鋼材による人工魚礁が普及した。第 3次沿

岸漁場設備開発卒業は，増殖場造成卒業において卒業種

自の変更が行われた。従来は事業規模の大小区分であっ

たが，対象魚種の生態的特泊二を考慮し行われることとな

った。広範囲に移動するマダイおよびピラメなどの魚介

類を対象とするものを広域裂増減i場造成事業，アワビお

よびウニなどの移動範閉が概ね地先に限定しているもの
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を:!l!!先型t留孤場造成事業とした。このように卒業規模の

拡大から，漁業資源の増加を臼的とした増殖場迭成事業

にA点が移行した点が，第3次沿岸漁場整備開発事業の

特徴である。第 4次j合浮漁場5設備開発卒業は，新たな事

業稜臼として浮魚礁設置事業および沖合養殖場造成卒業

が加わった。さらに， 1995年度に人工i勇界流漁場造成寺j.

業が増積場造成卒業に加わり，海洋における法礎生産力

の増大に一役を担う事業が加わった。

第4次沿岸漁場慾俄開発事業計i磁の最後の年となった

2001年度は， 1999年12月に制定された水産基本政策大橋

に即して，沿岸漁場3警備開発事業と漁港i色村整備事業が

一体化され，水産法殻主主備事業として行われることにな

った。 2001年6月に漁港漁場整備法が施行され，漁港漁

場数程11言「源iに主主づき2002年度から2006年皮の 5ヵ年言l'岡

で，第 l次漁港漁場整備言i悩iが行われている。ついで、，

2007年度から2011年度の 5ヵ年計画で，第 2次漁港漁場

整備計磁のもと事梁が行われている。また， 2007年度か

らは，補助事業として行われていた漁場主主保存lj.業におい

て，新たに直結特定漁港漁場整備事業として，図が事業

主体となる事業を増・主主殖造成卒業に限り行うこととな

った。このような経過の中で，第 3次沿岸漁場整備開発

事業以降は，漁獲のための漁場造成から資源増大を白的

とした増獄事業にシフトしていることがうかがえる。

人工魚礁の研究は大別すると人工魚礁の構造，安定性，

および、設計にかかる水産土木的分野の研究，人工f札機と

魚類の生態にかかる生物学的分野の研究，および人工魚

礁の利用・管政!を通して生j)if効果や経済効果に関する社

会・経済的分野の 3部門に分けられる (Fig.1)。本主主で

は，これらの研究の経過と現状および今後の渓tJ目方向に

ついて述べる。

1.水産土木的分野の研究/・12生物学的分野の研究

¥ [話苛?吃吟...}.¥.....、てて仁仁じ仁じじ:¥..ぷ:

t..ムん..…....3:註通・経済約分野五説書E----Ar-------
i人工魚主義の利用.1若草室、 l 
i生漆効菜、豪華液効泉 i 

Fig. 1 Systematic research of the artificial reef 

2. 水産土木的分野由研究

水産土木的分野・の研究が人工魚礁の造成に導入された

のは， 1962年の沿岸漁場構造改ま毒事業で大規模な養殖場

の環境改番楽業が行われてからである O さらに，水産土

木技術が展開されたのは， 1976年に沿岸漁場整備開発事

業として開始されてからである。水産土木研究の成泉は，

環境改議技術や施設の設計j去に関する技術として， 1978 

年「沿岸漁場整備開発事業tl~j遊物設計指針」として取り

線められた。さらに，技術の進展を踏まえ1984iF，およ

び1992年に改訂がなされ，その後，水産恭盤殺事liI卒業と

なり， 2003年に f漁港の技術指針jと合体して「漁港・

漁場の施設設計ーの手引きjとして取り機められ，現在も

この手引きに基づき卒業が実施されている。

ここ20年の新たな取り組みとしては， 1991年からズワ

イガニ保護育成礁の造成が日本海の大水深域 (200~

300m)で行われるようになった。また， 1995if三から高

層裂の人工王寺、礁が山形県を皮切りに，これまでより深い

海域で、浮魚などを対象とし全国で設置されるようになっ

た。さらに， 2003if三から人工滋界流造成事業として，海

底の栄養塩を流れの駆動力を利潟して有光胞に持ち上げ，

基礎生産力を高め，食物迷鎖を経て魚介類の増大をi濁る

事業が長崎県などで実施された。このように水深が添い

場所で，より施工科i疫が求められる事業が行われるよう

になり，構造や施工などの分野で技術進展が図られた。

3. 生物学的分野の研究

人工魚礁における魚鮮の分布や餌料効果などの先駆的

研究は1935年頃の水産研究誌にみられた。一方，人工魚

礁と魚類の生態的研究が本格的に行われたのは， 1952年

以降浅海漁場開発事業が行われるようになってきてから

である。この頃， ff.¥ll'f'探知機による魚11'(0の分布Ilや，付

定HIミ物の調査5).6)などの報告がなされていた。 1960年

頭には事業効采調査および生産効果調査が主体で，都道

府県水産試験場によって行われた。 1965if-に人工魚礁研

究会が発足するなど人工魚礁の研究が感んになり，漁場

造成技術は基礎蕊!論の発展と，自己i宣言l'両，および構造設

計に関する技術が大阪に進歩した。それらの成来は，魚

礁総合研究会の f人工魚礁の理論と実際j，日本水産学

会駁修の「人工魚礁j，および「人工ff.\~1~造成言I'l爾指針j ，

において取り絡められ，人工魚礁の卒業百十i闘に反映され

ている。

一方，芸名磯から増積場へと変透してきた増殖場造成事

業は， 1894年にはナマコ対象の投T:iが行われた。 1912年

には福井県において投石によるパフンウニ増破試験，

1936"Fには兵庫県で、マダコ五回IJ査の設置などがなされた。

さらに，対象穫を広げ増持政試験が行われるようになった。

1982年以降，対象生物符:1こ既往知見の整理と補完的な調

査研究が進められ，対象生物絡に指針-として， ["土台磁場

造成計断指針(コンブ・ウニ・アワピ編)J， ["増強場造

成言i‘i図指針マダイ・イセエピ綴J，および「増殖場造成

計随指針ヒラメ・アサリ編jがまとめられた。指針には

されていないが，増殖事業として事業化に必姿なものに

関しては，国の直結調査として深海性のズワイガニや，

ホッコクアカエど，マダラ，ハタハタ，およびアカガレ
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イなと、の~態やf.~tlilg牲に関する調交・研究が行われ，そ

の後，事業化された。

また，前項でも述べたが1995年には鍛製によるおさ

35mの iiミ i0ff.\T!lM i.I~， 試験開発された。更に2002年以降，

鍛材および鏑材とコンクリートを組み合わせたハイブリ

ッド高際魚燃が，全l主!各地で設資されるようになった。

それらの効果を確認するため「人工魚礁の高さが魚、礁の

紛集に及ぼす効巣の証明j として潟査が実施され， r人
工魚礁造成計画指針j が改訂された。

最近の人工f.~礁周辺での魚類の生態学的な研究は，バ

イオテレメトリー袋陸の小型化などにより，マアジ7ヘ

マダイ，メバル，およびカサゴ(未発表)などを対象に

魚類の人工i主張主席辺で、の行動を解析するなど技術の進展

が見られ，これらの結果は配"iet言I-jjlijなどに反映されてい

る。さらに， ROVなどの観祭技術の進展や，言I-:iitf.(t採

などの利用により，人工魚、礁の定}H:(f~な評価が行われる

ようになってきている。

4.社会・経済的分野の研究

人工魚礁による生産効よ誌の研究は1931年頃からみられ

ている。 1956年以降，補助卒業の効果認定調資として合

同で~ílÌÍ効 5悶 1恋が進められ，造成漁場の利用率および

生産i詮がW，~jlEされた成栄をもとに，単位事業主Eさiたり漁

業生産設などが試$~:されている O それらの結糸は，以後

の事業実施に当たって}Jj(単位として利用されていた。

生産効果を総合的に行った研究としては，水産庁が人

工f.(tlilg事業実施地区を対象に1987:i1'.以降に全国規模で漁

獲調授を災施している。 1978~1983年までは， 27都道府守

県33地区において標本船10!主を選定し，これら標本船に

よる漁場別出i.((tEl数，および漁獲設をもとにCPUE，お

よび~m3当たりの漁獲汲等の指標をつかった魚礁の効

染解析を行った8)。また， 1984年からはこの調査を全数

調資に変え，対象海域をメッシュに区切り ，f!.t種別，漁

法日11. ì.((t奇al務陥 ~IJ ， if.(t場医分iJlJi.((t)生iA:，およひ、治、後努力

:忌;の調査野l阪の記録，および'lìlgの分布状況等の主ff~査を28

都道府県29地区に依頼し，この総采を解析し，漁場区分

別のCPUE，漁獲7i::，およびろ翌日13当たりの漁獲誌を鉱山

している9)。

また，人工1.(¥礁による潟、坊の造成が，地j域i或主の漁業経包

およぴび‘i漁魚村村A社会に及{ぽました;彩必繁響1をl明汚ら治か、にするための調

ゴ交をとして， r f.(l，li恥.((t坊の造成に1'1'う経済・社会的調査J，

および f増殖:Wiの造成にwう経済・社会的彩響調査」が

実施された。これらを取りまとめ， r f.(t f!lgおよび増両立場

の造成に伴う絞済・社会的調査マニュアル」が作成され

た。

さらに公共事業の実施過積の透明性および"&観性の観

点から， r沿岸漁場慾備開発卒業費用対効果の手引き」

としてとりまとめ，さらに，卒業統合に伴い「水ilII基盤

整備事業費別対効:染のガイドライン(甥定版)Jとして

延長fされた。

また，猿1ijli施設の機能を持続的に発擁させるための，

造成漁場の管理調査として， 1985から1992年に， r造成

漁場利用管滋モデル詩I~査j が'ijミ施され， r造成漁場管理

マニュアルjとして取り纏められている。

これまで、人工然燃の効果は生産効果にとどまってい

たが，増殖効果に関する調資・研究が進められ、 2009年

に取り斜められた f水産基盤強1ijli事業安用対効果分析の

ガイドラインJ(公表資料)において， r人工魚礁による

増殖効果」が貨幣化可能な項目として追加されるなど，

埼殖効果の定致的評価が行われるようになってきている。

5. 目指すべき展開方向

1)沖合(フロンティア)漁場整備

これまでの漁場造成は，都道府県・市l町村などが卒業

主体として行ってきたが， 2007年度より図が事業主体と

なるフロンティア漁場愁骨li卒業が創設された。この事業

は，医iが抗他的経済水主主において， TACまたはTAEの

対象様であり，かっすti際管理措法と併せて尖施すること

を要件に、当該海域の水ilII資源の生産力を向上させ、水

残物の安定供給の確保をj翠ることを目的に行われること

となった。 2007年佼では日本海西部;ft!.!G互においてズワイ

ガニ・アカガレイ椴殖場が実施されるとともに， 2010年

度よりマアジ・マサバ等を対象とした湧芥IJ1E漁場の造成

が， ìlll合域で~tjちされている。 ;111合における漁場浴成は

外洋であることから，物理II的立JI見および生態学的支JI見が

乏しく，沿岸における知見をもとに笑施されているのが

現状である。現夜行っている卒業を，先導的卒業と{立j置

づけ研究・実託していく必!}，gがある O

2)浅海域における漁場整備

浅ilit主主における深場・干潟の造成は，生態系金体の底

上げの鋭点から;重要であり，従来から取り組まれてきて

いる。しかし，大規模なl樹おけの進行や，繰り返し発生

する食綬索水塊なと ，i支iliJJ或の水産環境の改善は見られ

ない。球場・干潟造成や底資の改善などを効果的に行う

ための，研究・災託を行い浅海域における生産カの底上

げを図る必要がある O

3) 増養殖技術の推進

i止界的な水産需要の23iまりを背;長に，他閣との購入競

争もあり，資源に見合った持続可能な漁業生ilII1'lIf造の構

築が求められている。 I~!給率の向上および安定的な水絞

物供給を目指し，現在行っている沿岸の増養殖を吏に進

めるとともに，沖合主主における新たな増養殖技術を早急

に研究・開発する必要がある。
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