
  
  人工魚礁における生物多様性に関する研究事例

  誌名 水産工学
ISSN 09167617
著者名 穴口,裕司

永松,公明
田原,実
足立,吉宏

発行元 日本水産工学会
巻/号 50巻3号
掲載ページ p. 219-224
発行年月 2014年2月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



水産工学 Fisheries Engineering 
Vol. 50 No.3. pp.219-224. 2014 

[報文]

219 

人工魚礁における生物多様性に関する研究事例

穴口裕司1*・永松公明2・田原 実3・足立吉宏4

Some Examples to Study About the Biodiversity in Artificial Fish Reefs 

Yuji ANAGUCHI1*， Kimiaki NAGAMATSU2， Minoru TAHARA3 and Yoshihiro ADACHI4 

Abstract 

In r巴centyears. the biodiversity gets to be paid more attention to in the field installed artificial fish 

reefs. Th巴reforewe present some examples to study in the followings ;① change of the organism 

sp巴ciescommunity by artificial fish reefs installation.② di妊erencesin the composition by the difference 

of fish catch thing between reef s structures. and ③ a practical use experiment in breakwater caisson. 

1.はじめに
ているものと考えられる。本報告では人工魚礁における

生物多様性という観点から，①貝殻魚礁など人工魚礁設

人工魚礁は，本来魚介類を捕獲しやすいように集める 置によるベントス・魚介類組成の変化，②魚礁構造の違

ための副漁具的なもので、あったが，近年では餌料培養機 いによる漁獲物組成調査(標本船調査).③防波堤ケー

能や産卵場機能などの増殖機能も重視されるようになり， ソンへの活用実験の 3つの事例を報告し，生物多様性に

貝殻や石材を組み込んだ魚礁が利用されるようになっ

た1)。さらに. 2010年には愛知県名古屋市で生物多様性

条約第10回締約国会議 (CBD/COP10)が開催され，

2012年 9月に閣議決定された F生物多様性国家戦略

2012-2020Jにおいて，生物多様性に配慮した漁港漁場

の整備の推進が挙げられるなど，人工魚礁においても新

関する今後の人工魚礁技術の展開について述べる。

2.事例①魚礁設置によるベントス・魚介類

組成の変化

1) 調査海域および調査方法

調査は，海砂採取跡地である広島県三原市幸崎沖海

たに生物多様性という観点からの研究が求められている。 域2)(三原 2007年設置)および海洋牧場として整備さ

生物多様性条約では，生物多様性は「生態系の多様 れた岡山県備前市日生町海域(日生 2003年設置).笠

性Jr種の多様性JI遺伝子の多様性jの3つのレベルで 岡市白石島海域(白石島 2000年設置)で実施した。各

多様性があるとされ，その内人工魚礁が果たす役割とし 海域に設置された貝殻魚礁(設置面積 三原:36.2m2• 

ては. I生態系の多様性Jr種の多様性」が挙げられる。 日生・白石島:11.6m2) (Fig. 2) を魚礁区，そこから

人工魚礁においては，様々な生物が付着するとともに動 100-200m離れた同水深帯の砂泥底・泥底を対照区 (20

物プランクトン等も増殖しこれらを餌とし魚礁を棲み -60m2) としベントスおよび魚介類の生息状況にっ

かとする魚介類が集まり，新たな生態系が創出される1) いて，四季にわたり各地点で4回(三原・白石島 :2010

ことにより生態系の多様性，種の多様性に大きく貢献し 年1月-11月，日生:2010年4月-2011年1月)の調査

2013年9月9日受付. 2013年9月10日受理
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Fig. 1 Investigation sites. 
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た試験操業および潜水目視観察による生息状況を調査し

た。試験操業では，漁獲された魚種，全長，体重を計mlJ
した。目視観察では，確認された魚種，個体数等を記録

し，個体数については1m2当たりに換算して魚礁区と対

照区の比較を行った。

2) 調査結果および考察

(1)ベントス

マクロベントスの分析結果の概要をTable1に示す。

を実施した。

各項目については，海域および季節による差異はあるも

のの，概ね同様の傾向を示した。魚礁区および対照区に

おける種類数・個体数・湿重量については，全調査を通

じて明らかに魚礁区の方が多く ，特に日生および白石島

では個体数の差に比して湿重量に顕著な差が見られた。

このことから，魚、礁区には大型の個体を含めた多様なマ

クロベントスが生息しているのに対し対照区には小型

の単一種が多くの割合を占めていることが窺えた。この

ような差異は，魚礁区では，貝殻魚礁で発生・増加する

動物が剥落・拡散もしくは移動したり，流況変化により

底質粒度が変化したりした結果，直近のマクロベントス

相をより複雑にしている1).3)ためである。

ベントスについては，潜水により魚礁区および対照区

の任意の海底0.1m2における表層5cmの底質を 3回採取

し 1mm目合の飾で選別されたマクロベントスを対象

に種の同定，個体数，湿重量の測定を行った。魚介類に

ついては，魚礁区および対照区における三枚刺網 (高さ

l.3m.長さ30m.目合.中網4cm. 外網21cm) を使用し

Fig.2 lliustration of the observed artificial reefs with shell ; Mihara (the left figure). Hinase and Shiraishijima 
(the right fi伊 re).

Table 1 The number of kinds of the macro benthos. the number of individual and wet 
weight (the artificial reefs with shell and the control). 

zon巴 area The number The number wet weight 
of species of individuals (g) 

Mihara 75 358 17β 
(52~95) (l26~782) (3.7~23.2 ) 

Artificial Hinase 49 534 37.9 
fish reef (41 ~56) (505~601 ) (13.9~8 1.2) 

Shiraishij ima 51 398 25.3 
(29~72) (101 ~782) (5.5~50.0 ) 

Mihara 53 174 11.7 
(26~92) (47~392) (2.1 ~ 19.8) 

Control Hinas巴
20 314 6.4 

(8~29) (38~748) (0.6~ 14.2) 

Shiraishijima 28 250 4.7 
(20~36) (68~627) (0.9~ 15.2 ) 

※The upper row shows average value and the insaide of ( ) of the lower berth shows the numerical range 
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(2) 魚介類 は，員殻の複雑な形状によってできる小空間に，多種多

刺網で漁獲された魚種をTable2に，潜水目視観察の 様な小型動物が生息することが知られており 4)，これら

結果をTable3に示す。漁獲調査の結果では，各海域共 が魚介類の餌として利用されることや剥落・移動したり

に魚礁区の方が対照区に比べ種類数，個体数が多い結果 することにより，魚礁周囲におけるべントス，魚介類に

となり，日生および白石島ではその差が顕著であった。

また，漁獲された魚種については，魚礁区でカサゴやメ

バル，キジハタなどの岩礁性魚類が多いのに対し，対照

区ではシタビラメ類など砂泥~泥底の海底に生息する魚

介類が主であった。潜水目視観察においては，魚礁区と

対照区との差異はさらに顕著になっており，対照区では

カサゴやクラカケトラギス，ハゼ類などがわずかに確認

されたのみだけであったのに対し魚礁区ではカサゴ，

メバル，キジハタ，マナマコなど常時4-11種の魚介類

が確認された。

対する種の多様性への貢献が大きいものと考えられた。

3.魚礁構造の相違による漁獲物組成の変化

1) 調査海域および調査方法

長崎県平戸市を基地として主に釣りを行う漁業者4名

による標本船調査を実施した5)。調査期間は， 2010年8

月1日から20日年7月31日までの 1年間とし漁獲日誌

から操業位置，漁場の種類(人工魚礁，天然礁，その他

の区分などに操業時間(移動時間を除く)，漁獲物の種

組成と種別重量を，水揚清算仕切書から漁獲物の種別重

以上の結果より，貝殻魚礁を設置することにより貝殻 量などの情報を収集した。操業位置は，標本船に 1分刻

魚礁とその周辺では多様なベントスや魚介類が生息する み(緯度:約1，850m，経度:約1，550m)のマス目を入

ようになり，新たに複雑な生態系が形成されていること れた漁場図に記録を依頼し，その結果から人工魚礁(貝

が明らかとなった。本調査において対象とした貝殻魚礁 殻魚礁とそれ以外の人工魚礁の区分)，天然礁，その他

Table 2 The number of kinds of fishes， the number of individual and main species on fish catch investigation. 

zone area 

Mihara 

Artificial 
fish reef Hinase 

Shiraishijima 

Mihara 

Control Hinase 

Shiraishijima 

The number The number 
of species of individuals 

3 6 
(1--4) (4-8) 

4 5 
(2-4) (4-6) 

4 14 
(2-5) (12-17) 

2 3 
(1-4) (1-5) 

l 1 
(0-3) (0-4) 

2 2 
(0-6) (0-8) 

The main species 

Sebωtiscus marmoratus (カサゴ)，Sebastes inermお(メバル)
I'nimicus jatonicus (オニオコゼl，Etinethelusakaara(キジノ、タ)etc

Sebastiscus marmoratus(カサゴ)，He.判'[frammosotakii (アイナメ)
P'aralichthys olivaceus (ヒラメ)， AtostichoTus j，ψonoicus(マナマコ)etc

Seb帥 iscusmarmoratus (カサゴ)，Sebωs inermis(メバル)
E:pinethelus akaara(キジハタ)，Aρostichotusjatonoicus (マナマコ)etc

Sebastiscus marmoratus(カサゴ)，Sebastes inermis (メノtル)
Inimicus jatonicus (オニオコゼ)，Etinethelus akam匂(キジハタ)

Cシ明'glωsusjoyneri (アカシタビラメ)， Setis esculenta (コウイカ)
Ratana venosa(アカニシ)， C加ァybdおjatonica(イシガニ)

Konosirusρunctatus(コノシロ)， 50即 ridaelongata (トカゲエソ)
P'seudorhombus tentoththalmus (タマガンゾうピラメ)etc

※The upper row shows average value and the insaide of ( ) of the lower berth shows the numerical range 

Table 3 The number of kinds of fishes， the number of individuals and main species on diving viewing 
investigation. 

The numb r The number 
The main species zone area of SPECiES of Individuals 

per square meter 

Mihara 10 3.7 Sebastiscus marmoratusン(カサゴ)，Sebastes inermis (メバル)
(8-11) (1.9-6.9) Etinethelus akaara (キハタ)， Otlegnathus Jaciatus (イシダイ )etc

Artificial Hinase 8 3.6 Sebadiscusmaortmohoiria(アtusイ(カサゴ)，Sebastes inermis (メバル)
fish reef (4-10) (2.0-5.9) Hexagrammos ナメ)， Atostichotus jatonoicus (マナマコ)etc

Shiraishijima 
7 3.5 Sebastiscus marmoratus(カ、タサ)ゴ)，Sebastes inermis (メバル)

(5-8) (2.2-5.6) Etinethelus akaara(キジノ ， Atostichotus jatonoicus (マナマコ)etc

Mihara 
1 l SEMItikcZ4s smezufamscoiroatatu(sク(カサゴ)，トHラatギalスog)enys mucfondtm(セトダイ)

(0-2) (0-2) Paratercis ラカケ

Control Hinase 
1 0.7 Acentrogobius tflaumii(スジハゼ)(0-1) (0-2.3) 

Shiraishijima 
2 

(0.0り0.4) Acentrogobiω的 問(1-2) 

※The upper row shows average value and the insaide of ( ) of the lower berth shows the numerical range 
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に区分して整理した。

2) 調査結果および考察

標本船4隻のそれぞれの年間出漁日数は139-177日/

隻，年間操業時間は816-1.345時間/隻であった。漁法

別による各漁場の利用率は，いずれの漁法でも最も多く

利用されていた漁場は天然礁であり，年間操業時間の

47.5-70.8%を占めていた (Fig.3)。また，人工魚礁に

ついては，魚類を対象とした釣り，刺網での利用率が高

かった。

魚類を対象とした釣りによる、漁場ごとの主な漁獲物

のCPUEを比較すると、特にCPUEの高かった魚種の上

位3種は，人工魚礁ではブリ，カサゴ，ヒラマサで，天

然礁ではヤリイカ，イサキ，ブリで，両者に明らかな違

いが見られた (Fig.4)。また，貝殻魚礁とその他の人

|.Artificial fish reefロNaturaI reefロOthersI 

釣り
(魚類)

釣り
(イカ)

52.2 

47.5 

延縄 70.8 

車IJ網如

0首 20首 40唱 60% 80覧 100首

The rate by annua I f i shery operat i ng hours (事)

Fig. 3 The capacity factor of each fishery by a fishing 
method exception. 

工魚礁で比較すると，貝殻魚礁ではカサゴ，マハタの割

合が特に高く，人工魚礁においても部材種類や構造の違

いによって漁獲組成が異なることがわかった。

4.港湾における活用実験

1) 実験海域および調査方法

実験は，宮崎県日向市にある細島港 (Fig.5)で実施

した6)。防波堤に据え付ける前の仮置き場にあるケーソ

ンの直立面に2010年 3月31日に貝殻基質を5種類，各10

本，計50本取り付けた (Fig.6)。貝殻基質は， 小型魚

類の隠れ場を想定してホタテガイおよびヒオウギガイ貝

殻を等間隔に配置した隠れ場創出タイプと，小型の甲殻

類や多毛類などの生物生息場を想定してマガキ，アコヤ

ガイ，ヒオウギガイ貝殻をランダムに充填した小型生物

口Naturalreef 

. Artificial fish reef 

. Artificial fish reef wi th shell 

4.3 

2
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小型動物の種類数，個体数 i，毘重量の推移を見ると，い

ずれの項目についても貝殻テストピースが対照区よりも

顕著に高い値で推移した (Fig.7， Fig. 8， Fig. 9)。特

に種類数に着目して，貝殻基質をケーソン直立面に付加

することによる効果を検証すると，各種貝殻基質でケー

ソン直立面のみと比較して種類数が2倍程度増加し全

種合わせると 3倍程度まで増加した (Fig.10)。

隠れ場創出タイプと小型生物タイプを比較すると，個

体数では明確な差は無いが，湿重量では隠れ場創出タイ

プが多い傾向が見られた。これは，隠れ場創出タイプは

面構造が多いためフジツボ類などの固着性の動物が多か

ったことに起因している。また， 各稜貝殻テストピース

についてシャノン・ウィナーの多様度指数H'を用いて

評価すると，隠れ場創出タイプよりも小型生物タイプの

多機度が高 くなった (Table4)。

その他，潜水による目視観察では，貝殻基質に生息す

るカサゴやサザエ，ベラ類，スズメダイ類など多種多様

タイプの計5種類となっている。設置位置は，既往最低

潮位より下になるような高さとし. 5本ずつのブロック

を上下2段で合計10ブロ ック設置 した。取り付け方法は，

l本の貝殻基質 (φ150mm.L = 1.000mm)に対して 3

本の割合でステンレス製の リングによりケーソン直立面

に設置した。

調査は. 2010年9月および2011年3月. 9月の計3回

にわたり，小型動物の生息状況および魚介類の生息状況

について実施した。小型動物については，貝殻の種類毎

に5種類のテストピース (φ150mm.長さ300mm)を

設置し. 1種類ずつ生物が逸脱しないように袋に入れて

回収した。また，対照区としてケーソン直立面の付着動

物を剥ぎ取った (0.2mx 0.2m採取面積0.04m2)。これら

の小型動物については，可能な限り種を同定し個体数

と湿重量を測定した。

2) 調査結果および考察

5種類の貝殻テストピースおよび対照区で確認された

|口 H22.09口H23.03・H23.091
36.4 

31.7 

24.6 

。40

a 35 -X 30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

旦担当里山lロH22.09

百
¥
一
紙
法
恩

15. 
F可

33 

自
(隠れ場創出タイプ)

ホタテガイヒオウギガイ

151 

12 
1.1 -12 

152 

• 13 

180 

160 

140 

120 

語100

喜朗
60 

40 

20 

0 

ホタテ !ヒオウギ 1ヒオウギ| カキ | アコヤ

隠れ場創出 | 小型生物 |対照区

The number of individuals of the attached 
animals in various shell subs甘ataand the control. 

Fig.8 

ホタテ |ヒオウギ|ヒオウギ| カキ | アコヤ

隠れ場創出 | 小型生物 |対照区

The number of kinds of the attached animals in 
various shell substrates and the control. 

Fig.7 



Vol. 50 NO.3 必 A

寸ー工産水224 
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Fig. 10 The nurnber of kinds of the attached animals 0凶y
on the surface of a wall， only on the shell and 
both of common kinds of the attached訂山nals.

Wet weight of the attached anirnals in various 
shell substrata and the control. 

Fig.9 

The diversity index of various shell substrata (Shannon-Wiener's diversity 
index H') 

Table 4 

小型生物タイプ

カキ アコヤ

2.029 

3.045 

4.747 

2.628 

3.772 

5.423 

調査年月

柳哲雄 。里海創生活動の現状

3-8. 2011. 
伊藤 靖 ・中野喜央 ・藤i翠真也ー 人工魚礁および

その周辺における小型動物の分布一漁場正接の魚

類増殖効果に関する研究 I 水産工学. 45 

(2) : 101-110. 2008 

野田幹雄 ・田原 実・片山貴之 ・片山敬一・柿元

日告 内部空隙をもっ管状基質が無脊椎動物， とく

に魚類餌料動物の加入に与える効果.水産増殖，

50 (1) : 37-42. 2002 

藤津真也・笹原昭・片山真基・宮本利文 ・伊藤 靖

貝殻魚礁漁場の利用実態について 平成24年度日

本水産工学会学術講演会講演論文集， pp.23-26. 

2012. 

足立吉宏・吉栖伸輔・中野公望 ・中村誉之・片山

貴之 .ケーソン背面における貝殻施設の実験につ

いて~細島港ケーソン仮置き場の場合~。土木学

会論文集B3(海洋開発). voL68， 2: 576-581. 2012. 

加村 聡 ・藤津真也・片山貴之・斉藤達昭・岸本

英昭 ・田原 実.港湾内に設置した生物生息基質

の水質浄化機能の定量化.土木学会論文集B3(海

洋開発)， 67(2) : 304-309.2011. 

大原啓史・加村聡・藤i畢真也-井上弘之・斉藤

達昭・田中丈裕 -田原 実 ー港湾内に設置した貝

殻を使用した水質改善礁の機能の定量化 土木学

会論文集B3(海洋開発). 69(2)・563品8. 2013. 

地球環境. 16(1)。2) 

3) 

4) 

隠れ場所創出タイプ

ホタテ ヒオウギ ヒオウギ

2010.9 2.280 2.857 2.548 

2011.3 4.218 2.608 3.514 

2011.9 3.314 3.879 4.757 

※シャノン・ウイナーの多様度指数(H')は以下の式により求めた。
S 

H'=-~Pi -log2乃(0三五H')

ここに.S は種類数• Pi は z 番目の種の個体数が総個体数 N に占める割合を示し • Pi=ni/Nとなる。

な魚介類が確認され，

動も見られた。

これらのことから，貝殻基質の付加によりケーソンに

多種多様な小型動物や魚介類の生息場を提供することが

でき，また貝殻を使用 した施設でも構造が異なることに

よって生物多様性のさらなる向上に結び、つくことが示さ

れた。

隠れ場創出タイプ内に潜入する行

5) 

6) 

7) 

5.おわりに

以上の報告は，これまでに25年以上にわたり実施して

きた研究事例の一部であり，既往の膨大なデータを精査

することで，人工魚礁と生物多様性に関する研究をさら

に深め，今後の人工魚礁の評価の一助にしていきたいと

考えている。さらに，活用の幅を広げ人工魚礁以外にも

漁港や港湾における生物多様性の向上や沿岸環境の改善

に資するため，福井県敦賀港や福岡県博多港などでモニ

タリングを継続しており， 付着動物による水質改善効果

についての評価7).8)や物質循環の促進など，その多様な

機能の解明に努めているところである。
8) 
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