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平成 26年度 

水産工学関係研究開発推進会議水産基盤部会報告 

～魚礁機能のメカニズム解明と定量化～ 
 

責任者：水産工学研究所長 

 

１．開催日時及び場所：2014年 12月 1日（月）、農林水産省共済組合南青山会館 

２．参加者所属機関及び参加者数：62機関（民間含む）、133名 

３．結果の概要 
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水産土木工学部生物環境グループ桑原グループ長より、開会が宣言

された。 
 
水産工学研究所の渡部所長より、魚礁には、様々な機能があるが、

一部定量的な評価が行われているものの、その多くは定性的な評価に

とどまっている。現在、水産環境整備事業により魚礁を積極的に活用

し、水産資源を回復するための拠点作りが進められており、複数の研

究分野の連携により魚礁機能について、定量的に把握する必要があ

る。本日は、「魚礁機能のメカニズム解明と定量化」をテーマに、大

学、関係団体、民間企業等関係機関の方から報告、話題提供していた

だき、研究の現状と今後の研究の方向性について、皆様と議論を深め

たい旨の開会挨拶があった。 
  
桑原生物環境グループ長より、趣旨説明や配布資料の確認の後、出

席者に対して、本日の講演者に対する質問ならびに水産工学研究分野

に関する研究ニーズのアンケートへの回答依頼が行われた。 
 

話題提供は、（１）事業の紹介、（２）これまでに開発されてきた方法、

（３）これから必要な調査や評価手法、の順に行われた。 
 
（１）事業の紹介 
 
１）水産庁漁港漁場整備部の中西計画官から、「漁場整備の現状、～

魚礁整備を中心として～」と題して報告が行われた。これまでの魚礁

整備が、どのような社会背景から事業化され、幾度にわたる事業制度

の改変を経て、現在の制度に至ったのか概説され、事業制度の観点か

ら今後の課題について整理が行われた。 
 
２）青森県の田村氏より、「青森県における魚礁整備事業の実施状況

について」と題して報告が行われた。これまでに実施してきた魚礁整

備事業と魚礁施設の管理について、続いて、秋田県、山形県と合同で

取り組む水産環境整備マスタープランの解説や魚礁効果の把握方法

の現状について報告が行われた。 
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（２）これまでに開発されてきた方法 
 
１）水産大学校の野田教授から、「これまでの魚礁機能研究の成果 ～

故柿元博士の研究の足跡～」と題して報告が行われた。魚礁設置によ

る新たな生物群集の形成として、物理化学的環境の攪乱、新たな生物

の棲み込み、食物連鎖について説明がされた。また、魚礁漁場におけ

る魚類行動について、魚礁、流れ、日周などの影響について具体的な

調査に基づいた成果が報告された。 
 
２）海洋土木株式会社の谷内氏から、「ROV や魚探・ソナーを用いた

魚礁効果の調査事例」と題して報告が行われた。ROV を用いた魚群

量の推定方法が説明され、効果調査事例として、山口県山口北地区、

新潟県姫津北えびす地区、静岡県下田地区、兵庫県姫路地区について

水中動画とともに報告された。ROV 調査の長所と短所を整理して説

明が行われた。 
 
３）水産土木建設技術センターの桑本氏から、「魚礁効果診断システ

ムの概要と魚礁利用実態について」と題して報告が行われた。魚礁効

果診断システムは、航跡や操業実態の解析、水揚実態の解析を通じて、

魚礁の利用実態をマクロ的（全体的な状況）ならびにミクロ的（個別

の詳細状況）に分析するものである。これらの分析結果から、魚礁の

利用実態を定量的に把握することが可能となることが報告された。 
 
４）水産大学校の濱野教授から、「魚礁効果評価における音響調査の

役割 ～その有用性と限界～」と題して報告が行われた。計量魚探機

を用いて、魚礁配置と面積散乱強度(Sa)を明らかにすることにより魚

礁への魚群の蝟集状況を迅速に評価できること、ソナーデータについ

て三次元画像ソフトを用いて 3D 表示することにより、海中空間にお

ける魚群分布や規模を詳細に把握できること、さらに、魚群探知機の

限界として、第２サイドローブにより偽像を受信する可能性が示唆さ

れた。 
 
５）株式会社エコニクスの山内氏から、「漁獲試験を利用した魚礁効

果評価」と題して報告が行われた。北海道水産部で実施されてきた刺

網を用いた魚礁の効果試験を利用して、その結果をモデル化すること

により、魚の蝟集量を明らかにした。また、魚礁区と対照区の漁獲量

から求める魚礁依存度を比較すると、前者が後者より大きくなる。そ

の差から魚礁依存度を評価する手法が示された。 
 
（３）これから必要な調査や評価手法 
 
１）水産工学研究所の梶原研究等支援職員から、「沿岸浅海域におけ

る海底堆積物と食物網の評価手法」と題して報告が行われた。海底の

底質中にある化学的・鉱物学的組成の成分を調べることで、海洋生態

系における環境履歴を把握することが可能となる。ここでは、魚の量

を示す鱗や骨由来の堆積物中のリン、食物連鎖を示す炭素・窒素の安

定同位対比などの研究事例が紹介され、これらを用いた魚礁の機能評
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閉会 

 

価方法について報告された。 
 
２）水産工学研究所の南部研究員から、「定量評価にむけた統計解析

の利用と調査設計方法の提案～干潟浅海域における研究を事例とし

て～」と題して報告が行われた。まず、定量調査を行うための調査方

法やその解析方法の概要について解説し、アサリやウニの調査事例か

ら誤差や変動係数などの推定精度に基づく調査設計手法が説明され

た。推定精度を示すことで比較や予測などの統計解析結果が保証され

ることが示された。 
 
３）漁港漁場漁村総合研究所の伊藤部長から、「人工魚礁の機能評価と

課題」と題して報告が行われた。従来から行われてきた物理環境調査、

潜水目視や漁獲による採捕調査に加え、近年小型化が進み多機能セン

サーが搭載された超音波バイオテレメトリーや、操作性能が向上した

自航式水中ビデオカメラ、あるいは炭素と窒素の安定同位体比分析な

どの生態学的調査や各種調査技術を紹介された。マコガレイ増殖場や

人工魚礁におけるマアジの蝟集およびズワイガニ保護礁を事例に、ど

のように人工魚礁の機能評価を行うか、また課題としてはどのような

ことがあるか提示された。 
 
（４）総合討論 

桑原生物環境グループ長の司会の元、「魚礁機能を積極的に活用した

沿岸水産資源の回復を目指して」と題した総合討論が行われた。 
 まず、川俣主幹研究員から、魚礁効果には、①周辺の魚を蝟集させ

る効果、②新たな生態系を生成し魚の資源を増大させる効果があり、

これらの効果を定量的に把握するためには、魚礁を中心として、ある

程度の範囲を禁漁区に設定した調査研究の必要性が提案された。ま

た、桑原生物環境グループ長から、上記①と②の効果を定量的に把握

した上で、高い水準で漁獲量が維持される魚礁の管理法の研究につい

ての重要性も提案された。さらに、濱野教授から、全国で魚の種苗放

流が多数行われているが、放流直後の魚を保護するような魚礁を新し

く検討いただきたいとの依頼があった。 
 
業務推進部の寺脇部長よりお礼の挨拶とともに、閉会が宣言された。 
 
 
 

その後の処理等 当日の配付資料をもとに議論の概要等を追記し、再整理した上で、報

告書として関係者に配布する予定である。 
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開 催 趣 旨 
 
本部会（水産基盤部会）では、昨年度「沿岸漁場再生のための情報収集と要因把握」をとりあげ、

対策を行う前に必要な状況把握手法や解析方法について議論した。本年度は、対策の中心施設であ
る沈設型の人工魚礁（以下、魚礁）を取り上げる。 
魚礁は、広く分布する魚を集める機能、仔稚魚の保護や棲処を与える機能、食物連鎖を活発にして

魚の生産を高める機能などがあると言われてきた。１９７０年代ごろから、各地に設置された魚礁の効
果を明らかにするために、標本船を用いた調査が実施され、毎年、全国的な報告会が開催されてきた。
これらの成果は、２０００年には「人工魚礁漁場造成計画指針」（水産庁監修）として取りまとめら
れた。数多くの調査事例により魚礁機能が定性的には確認されたものの、それ以上の系統的・定量的
検討は十分には行われていない。 
現在、沿岸域の水産資源が低迷し、なかなか回復の兆しがみられないことから、水産環境整備事業

により魚礁を積極的に活用し、水産資源が回復するための拠点作りがすすめられている。このためには、
これまでの定性的な検討や原単位調査に加えて、魚礁の各機能が発現するメカニズムの解明とそれら機
能の定量化が不可欠となる。たとえば、魚礁設置に伴う、流れや渦の流動とプランクトンの蝟集、そのプラ
ンクトンを餌とする魚などの諸特性及び食物連鎖を明らかにするためには、流体力学と生態学など複数
の研究分野の連携が必要である。観測方法は、水中写真のようなスナップショット的な観測に加えて、時
系列データの取得や環境履歴が蓄積された付着物や底質の観測も重要である。また、IT など新たな観
測システムを積極的に取り込んだ挑戦も必要である。さらに、調査の定量性を確保するため、統計的に
一定の精度を確保できる調査設計が必要である。 
このような背景から、本部会では、行政に携わる方々から現在実施されている魚礁事業の実態につい

て報告いただき、その後、専門家の方々に、これまでの魚礁の調査研究について、あるいは、今後必要な
研究課題について話題提供いただき、総合討論において「魚礁機能を積極的に活用した沿岸水産資
源の回復に向けて」と題した議論を行う。 
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漁場整備の現状 ～魚礁整備を中心として～ 

水産庁漁港漁場整備部計画課 中西 豪 

 

１．はじめに 

 現在の漁場整備は地方公共団体が主体となって、水産基盤整備事業の中で行われているのが一般

的である。他方、元来は「沿岸漁場整備開発事業」の中で実施されてきたが、さらにその以前にも

漁場整備を支援していた。本稿においては、どのような社会的背景から事業化され、幾度にわたる

事業制度の改変を経て、現在の制度に至ったのかについて概括し、事業制度の観点から今後の課題

について整理してみたい。なお、本稿における意見、見解等に関する記述は、著者自身の個人的見

解であることを予め付記しておく。 

２．事業制度の変遷 

２．１ 戦後の漁場整備 

 １）漁場整備の事業化 

 我が国において戦後、沿岸漁場の整備事業に着手したのは昭和 27 年である。当時は、「浅海増殖

開発」として、「内湾や外海における未利用の海面を高度に利用」するため、耕うん、客土等を内容

とするものであった。昭和 28 年からは重要貝類増殖事業、昭和 29 年からは並型魚礁設置事業、昭

和 33 年からは大型魚礁設置事業がそれぞれ事業化された。 
 ２）第 1次沿岸漁業構造改善促進対策事業 

 他方、戦後の漁業は沿岸漁業から沖合漁業へ、さらに遠洋漁業へと大きく変貌する中で、沿岸漁

場における漁業生産は必ずしも十分な発展を見せず、漁業経営体の総数の 8 割以上を占める漁家層

による漁獲高は、総生産の 2 割に過ぎないという低い生産性にとどまり、また低い所得水準に止ま

っていた。このため、農林漁業基本問題調査会漁業部会（内閣総理大臣の諮問機関）において沿岸

漁業の問題について審議が行われ、昭和 35 年 10 月に「漁業の基本問題と基本対策」が内閣総理大

臣に答申された。 
 この中では、「生産性の低い沿岸漁業の生産力を向上させるため、家族経営の枠にとらわれず、集

団操業方式や漁獲物の蓄養、加工の過程を通じて協業組織を発展させ、共同経営、企業的経営など

のより高次の経営組織を育成することに重点を置かなければならない」とされ、「具体的施策として、

構造改善を目的とし、沿岸に近代的漁村を建設するため、土木事業を伴う大規模な漁場造成等を取

り込んだ総合的事業を計画的に推し進める必要がある。」とされている。この答申に基づき、昭和

36 年度より第 1 次沿岸漁業構造改善促進対策事業が開始された。まず、全国沿岸都道府県を 42 の

地域に分け、都道府県知事が沿岸漁業構造改善計画を策定する仕組みになっている。 
 事業の種類は、補助事業と融資事業から構成されていた。前者については近代化促進対策事業、

漁場改良造成事業に大別され、昭和 37 年度から昭和 46 年度まで実施されることになった。経営近
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代化促進対策事業は養殖漁場造成事業、耕耘、整地、浚渫等を内容とし、漁場改良造成事業は並型

魚礁、大型魚礁、築いそ、のり漁場造成等を内容としたものである。（なお、昭和 38 年には、大型

魚礁設置事業が、漁港を除く水産分野としては初めての公共事業となった。）第１次沿岸漁業構造改

善促進対策事業は１年繰り上げて昭和 45 年まで実施されたが、この事業により、沿岸漁場整備事

業の骨格が形成されたと言える。 
 ２）第 2次沿岸漁業構造改善促進対策事業（昭和 46年度～） 

 第１次沿岸漁業構造改善促進対策事業の計画終期を目前にして、第 2次計画の策定が検討された。

これは、 
① 今後の国民食料の需要の多様化、高度化及び量的増加に対して生産の拡大を図る必要があり、

沿岸漁業が対象とする中高級魚介類に対する需要は、今後ますます高まることが予想され、生

産の拡大に一層努力する必要があったこと 
② 沿岸漁業経営の低位生産性構造を改善するため、沿岸漁業経営の近代化を図り、生産性の構造

を一層強力に進める必要があり、生産性の向上に当たっては、妥当な価格での水産物の供給と

従事者の所得向上を併せ実現する必要があったこと 
 等の課題があり、第 2 次沿岸漁業構造改善促進対策計画が策定され、昭和 46 年度より、漁場改

良事業、大型魚礁設置事業、浅海漁場開発事業等を内容とする事業が進められることとなった。 
 
２．２ 沿岸漁場整備開発事業の創設 

 １）沿岸漁場整備開発法の制定（昭和 49年） 

 漁場整備に関しては、大型魚礁と浅海漁場開発事業が公共事業として実施されてきたが、厳しさ

を増す沿岸漁業の活性化を図るためには、沿岸漁場整備全体を公共事業により計画的に整備するべ

きとの意見が活発となった。この背景として、 
① 昭和 40年代の漁業全体の生産量は、昭和 47年には 1,000 万トンを越えていたにもかかわらず、

沿岸漁業にあってはほとんど停滞気味に推移していた一方、国民の生活水準の向上に伴い、タ

イ、エビ、アワビなどの沿岸性の中高級魚介類の需要が急速に高まった結果、需給ギャップが

増大し、著しく魚価の上昇を招いていたこと 
② 昭和 40 年代後半においては、我が国の総生産量の 40%を占めていた遠洋漁業は、次第に厳し

い国際規制の影響を受ける状況にあり、国連海洋法会議においても領海幅員の拡大、漁業水域

の設定等の論議が深刻化するなど我が国の遠洋漁業の将来に危機感が広まっていたこと 
 等が背景である。 
 このため、昭和 48 年 3 月から 5 月にかけて与党・政府を中心に沿岸漁場の整備開発等の方策に

ついて検討が行われた。その結果、停滞している沿岸漁業を発展させ、生産の増大を図るためには、

漁業生産基盤としての漁場の整備開発を積極的に推進するとともに、天然の資源のみに依存してき

た従来の漁業に加えて、いわゆる栽培漁業を本格的に推進することが、緊急の課題であるとの結論

に達した。 
 これらの内容を盛り込んだ沿岸漁場整備開発法案が昭和 49 年 3 月に閣議決定され、国会におけ

る審議等を経て、同年 5 月に公布施行された。 
 沿岸漁場整備開発法は全部で 28 条からなっており、第 1 条が目的、第 2 条から第 5 条までが「沿
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岸漁業の安定的な発展」と「水産物の供給の増大」の 2 つを目的とする沿岸漁場整備開発事業、第

６条以降が栽培漁業に関する規定である。同法においては、「沿岸漁場整備開発事業」とは、「優れ

た沿岸漁場として形成されるべき相当規模の水面において水産動植物の増殖又は養殖を推進するた

めに行う魚礁の設置、消波施設の設置及びしゅんせつ並びに沿岸漁場として効用の低下している水

面においてその効用を回復するために行うたい積物の除去その他政令で定める沿岸漁場の整備及び

開発の事業」と定義されている。 
 同法の対象は、整備開発すべき沿岸漁場のうち、大規模な事業にふさわしい水面である。このよ

うな水面は、漁業実態、漁業技術の進展、水産土木技術の進展等により変わりうるものであるが、

法制定当時においては概ね水深 200m 以浅の水域が考えられており、実際の事業でも増殖場や養殖

場は概ね 20～30m 以浅、魚礁でも概ね 100m 以浅が大部分であった。その後、生物学的知見の蓄

積、大型の組立魚礁の開発、施行方法との改善等により、開発可能沿岸漁場は、次第に水深の深い

ところに及ぶ傾向にあり、実際に第 3 次沿岸漁場整備開発計画の半ばから水深 200m 以深の水域に

おけるズワイガニの増殖場を造成する事業も実施されている。 
 昭和 50 年度までは並型魚礁設置事業等は非公共事業として行われ、大型魚礁設置事業は公共事

業として実施されるなど、公共・非公共事業が混在した形で漁場整備が進められていたが、昭和 51
年度に再編された沿岸漁場整備開発事業は、公共事業として実施されることとなった。公共事業で

あることは、法的には、財政法上公債発行対象経費となるが、一般的に公共事業といった場合、公

共的な利益のため公共部門が直轄、補助等によって行う大規模な土木工事と言った意味に解される。

沿岸漁場整備開発事業も、このような公共事業としての性格付けが行われていた。 
 また、「優れた沿岸漁場として形成されるべき相当規模の水面」（法第 2 条）という意味合いは、

「優れた沿岸漁場として形成されるべき」という社会経済的要因と、「相当規模」という物理的要因

である。沿整事業が実施されるべき水面は、物理的、地形的に見て一定規模以上の広がりが要請さ

れるだけでなく、そこでの漁業実態、資源量等からみて、事業実施後には優れた沿岸漁場となるこ

とが見込まれる必要がある。 
２）第 1次沿岸漁場整備開発計画（昭和 51年度～昭和 57年度） 

沿岸漁業の安定的な発展及び需要の強い中高級魚介類を中心とした生産の増大を図るため、沿岸

漁場整備開発法に基づき、第 1 次沿岸漁場整備開発計画が策定された。これまで公共事業と非公共

事業の組み合わせにより沿岸漁場の整備及び開発が行われていたが、これを公共事業として統一整

備することとなった。具体的には、魚礁設置事業、増殖場造成事業、養殖場造成事業、漁場環境維

持保全事業等により構成され、計画期間は昭和 51 年度から昭和 57 年度とされた。 
３）第 2次沿岸漁場整備開発計画（昭和 57年度～昭和 62年度） 

 第 1 次沿整期間中、昭和 52 年当初に第三次国連海洋法会議における合意を待たず、ソ連、アメ

リカが前後して 200 海里の漁業専管水域を設定し、これを契機として各国は競って同様な措置をと

った。これに伴い、遠洋漁業の減少が顕著なものとなり、一時は約 400 万トンの水揚げを上げるま

でに伸びてきた遠洋漁業の生産は、昭和 54 年には約 200 万トンと半減し、沿岸漁業の生産とその

地位を逆転するに至る。遠洋漁業で減少した水産物の相当部分を沿岸漁場の高度利用を図ることで

安定的な供給を確保することがより一層必要となり、また、遠洋漁業従事者の沿岸漁業への回帰現

象も見られ、沿岸漁場の安定的な発展のために沿整事業の新たな展開が要請され、第 1 次沿整期間
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を 1 年前倒しして、第 2 次沿岸漁場整備開発計画が策定される。 
４）第 3次沿岸漁場整備開発計画（昭和 63年度～平成 5年度） 

 本格的な 200 海里時代が到来し、我が国の遠洋漁業は、従前の米旧ソ依存体制から公海依存型に

様変わりし、魚種構成も大幅に変化し、生産量も最盛期の約 60％の水準に落ち込み、これを補う形

で世界各国からの輸入が急増していた。このような不安定な我が国の漁業の生産構造を少しでも安

定させるためには我が国固有の水域である沿岸、沖合域の高度な利用が必要となり、同水域におい

て安定的な水産物の供給を果たし、国民の食の多様化等に応えるためには、生産性の高い漁場を確

保することが必要とされた。 
 また、従来の漁場整備の考え方を一歩進め、天然の資源を人間の手で管理する、いわゆる「海洋

牧場構想」の実現を目指した事業の展開を図るべく、音響馴致型海洋牧場等の新技術の積極的な活

用を図ることとした。 
 このような考え方を基本に、第 3 次沿岸漁場整備開発計画では①新技術を活用した海域の高度利

用事業等の新事業の導入、②資源培養、資源管理型漁業の推進を目指した漁場造成を基調として推

進することとなった。 
 
５）第 4次沿岸漁場整備開発計画（平成 6年度～平成 11年度（後に平成 13年度まで延長）） 

 第 4 次沿岸漁場整備開発計画では、①我が国沿岸漁業の動向等を踏まえ、なお低位にある沿岸漁

場の整備水準の向上を引き続き計画的に図る必要があったこと、②水産資源にとっての「ゆりか

ご」・生育場の役割を有し、水産資源の増大にとって極めて重要な藻場・干潟の消失が続いているこ

と、③沿岸域の水質についても、その一層の改善のために、諸措置の検討・実施が進められている

が依然として厳しさは変わっていないこと、④過剰な漁獲努力による我が国周辺水域の資源状況の

悪化等の課題があった。これらに対応するため、 
① 我が国周辺水域の水産資源・生産量増大への取り組み 
② 「青く豊かな海」の確保 
③ 地域活性化を図る総合的整備の推進 
といった事項を基本方針として、事業の総合的かつ計画的な推進を図り、もって沿岸漁業の発展

と水産物の安定供給に寄与することを目的として策定された。 
 
２．３ 漁港漁場整備法、漁港漁場整備事業制度の発足（平成 13年） 

１）法制定の背景 

漁港と漁場を一体的、総合的な計画制度の下で、地方公共団体がより主体的に事業展開ができる

よう制度の見直しが行われ、平成１３年に漁港漁場整備法が制定された。これは、 
① 従来の漁港及び漁場の整備は、それぞれ別の法律に基づき行われてきたが、これは、漁港に

ついては、漁業の根拠地として位置づけられ、その整備に当たっては、主に陸揚げの効率化

を図ることを目的として行われてきており、漁場については、沿岸漁業の基礎として位置づ

けられ、その整備に当たっては、水産物の供給の増大を図ることを目的として行われてきた

が、水産資源の増大から水産物の漁獲、陸揚げ、加工流通までを一連の水産物の供給のシス

テムとして捉えて一体的・総合的に整備を行うという視点が欠けていたこと 
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② 地方分権推進の観点から、地方公共団体が主体的に事業展開を行うことができ、地域のニー

ズに迅速かつ的確に応えられる制度への見直しが必要とされたこと 
③ 漁港及び漁場の整備は、公共事業として行われてきたが、より一層の効率化や手続きの透明

化が求められていたこと 
 等によるものである。 
 この漁港漁場整備事業は、旧漁港法第４条に規定されていた「漁港修築事業」と旧沿岸漁場整備

開発法第２条に規定されていた「沿岸漁場整備開発事業」を併せたものとほぼ同義であるが、漁場

整備に関する事業については、これまで用いられていた「沿岸漁場」から、単に「漁場」としてい

る。これは、旧来は技術的な制約等から漁場整備の実施は沿岸域に限られていたが、技術の進歩に

より、沖合域における整備が可能となってきていることから単に「漁場」という文言を用いること

が適当とされたものである。 
 
２）水産基盤整備事業への再編・統合（平成 13年） 

 上述のような法制度の改正に加え、事業制度についても、平成 13 年度より「漁港漁場整備事業」

と「沿岸漁場整備開発事業」を再編・統合する形で「水産基盤整備事業」が創設された。これによ

り、予算制度上においても漁港と漁場の一体的な整備等を担保するとともに、漁場関係事業につい

ても各工種を念頭に置いた事業体系から目的、海域のまとまりを持った事業体系へ移行した。表-1
に主な沿岸漁場整備事業の構成と現在の水産基盤整備事業の構成を示す。 
 
３）漁港漁場整備長期計画の制定（平成 14年度～18年度） 

 水産業の抜本的な構造改革を推進し、漁場・漁港・漁村の整備を総合的かつ計画的に実施するた

め、施策の目的や成果に重点を置いて策定したものであり、基本課題として 
① 水産資源の持続的な利用と良質な水産物を安全で効率的に供給する体制の整備 
② 水産動植物の生育環境となる漁場等の積極的な保全・創造 
③ 水産業の振興を核とした良好な生活環境の形成を目指した漁村の総合的な振興 
を設定した上で、概ね 10 年後を目途に昭和 50 年代初頭（200 海里導入時）の漁場環境や沿岸漁

業の生産の水準を念頭に、漁港漁場整備事業を通じて、沿岸域の漁場環境の回復と漁業生産量の増

産を図るとともに、生産流通の機能の高度化を図るため、水産動植物の増殖及び養殖を推進するべ

き拠点のうち概ね 750 地区の整備を行い、概ね 5,000ha の藻場・干潟の造成に相当する水産動植物

の生育環境を新たに保全・創造等を行う計画として策定されたものである。 
 
２．４ 直轄漁場整備事業の創設（平成 19年） 

 平成１９年の漁港漁場整備法の一部改正により、国自らが沖合域の漁場整備を直接行えることと

なった。 
 これは、沖合漁業の漁獲量が急激に減少する中、世界的な水産物需給の逼迫等を背景に沖合海域

の漁場整備を推進する必要がある一方、沖合海域の漁場整備については、関係地方公共団体が複数

存在し、その整備による利益も漁獲物の陸揚量の増加等を通じて複数の地方公共団体にまたがり、

整備を特定の地方公共団体に委ねることが必ずしも適当ではないことから、地方公共団体及び水産
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業協同組合が行う事業を補完して国が事業実施主体として漁場整備を行うこととしたものであり、

具体的には、排他的経済水域において、海洋生物の保存及び管理に関する法律に規定する第１種特

定海洋生物資源及び第２種特定海洋生物資源の保護及び増殖等を目的とした整備を行うこととして

おり、現在は３地区において整備が進められている。 
 

表-1 沿整事業と水産基盤整備事業の主な制度の比較 

 

 
２．５ 水産生物の生活史を踏まえた漁場整備（平成 22年） 

 従来型の漁場整備は、沿岸漁業生産の下支えに一定の役割を果たしてきたが、水産生物の動態や

生活史への配慮や海域が有する環境収容力の知見、また、環境や資源の変動を踏まえた整備の柔軟

事業名 事業内容 事業名 事業内容

魚礁設置事業

天然礁及び既存の漁場を補完・拡充し、
また、天然礁に準ずる礁を造成するた
め、コンクリートブロック等の耐久性構
造物を設置し、主として魚類を対象とす
る魚礁漁場を造成する事業。

水産流通基盤整備事業

第2種漁港、第3種漁港又は第4種漁港の
整備等を行う事業及び漁業法第6条に規
定する共同漁業権の設定されている区域
及びこれに隣接する水域において、当該
事業が施行されている漁港と利用上密接
に関連する漁場の施設（水産動植物の増
殖又は養殖を推進するために設置又は造
成する魚礁及び増養殖場）

増殖場造成事業

　天然における水産動植物の再生産を助
長し、又は人工種苗の保護育成を図るた
め、投石、離岸堤又は干潟の造成等を行
い、一定の水産動植物を対象とする増殖
場を造成する事業。

水産物供給基盤機能保全事
業

漁港・漁場施設の老朽化状況等の機能保
全状況を調べる機能診断の実施及び機能
診断結果に基づく機能保全計画の策定並
びに機能保全計画に基づく漁港・漁場施
設の保全工事を行う事業

養殖場造成事業

　浅海、内湾等の養殖場を整備開発する
ため、消波堤の設置、浚渫、作澪等を行
い水産動植物を対象とする養殖場を造成
する事業。

水産環境整備事業

・水産資源の生産力の向上とともに豊か
な生態系の維持・回復を図るために漁場
の施設を整備する事業
・効用の低下している漁場の生産力の回
復を図るため、水産資源の生息上の環境
改善を行う事業
等

海域開発基幹事業

特定海域の生産力の増大を図るため、総
合的な開発計画に基づき、海域礁の設
置、磯根漁場の造成及び沖合養殖施設等
の設置を行い、魚礁漁場及び増養殖場を
併せて整備する事業。

水産生産基盤整備事業

・水産資源の増大及び水産物の生産機能
の強化を図るために行う漁港の整備並び
に共同漁業権の設定されている区域及び
これに隣接する水域における漁場の施設
の整備を行う事業
・効用の低下している漁場の生産力の回
復を図るため、水産資源の生息上の環境
改善を行う事業
等

沿岸漁場保全事業

効用の低下している沿岸漁場の生産力の
回復を図るため、漁場のたい積物の除
去、浚渫、作澪等を行い漁場の機能を回
復する事業。

農山漁村地域整備交付金

地域の特性を活かしつつ、漁港及び漁場
等の整備、水域環境の保全を効率的・効
果的に実施し、地域における水産資源の
維持増大並びに流通・生産機能の強化を
図り、もって地域の水産業の健全な発展
を図るための整備を行うもの。
等

海域高度利用システム導入
事業

新しい技術を応用した施設の導入によ
り、沿岸域の立体的、積極的な高度利用
を図る事業。

フロンティア漁場整備事業

　排他的経済水域内において、国が資源
の回復を促進するための施設整備を資源
管理措置と併せて実施することにより、
当該海域の水産資源の生産力を向上さ
せ、水産物の安定供給の確保を図る。

沿岸漁場適正利用促進事業

既設沿整施設の効率的な利用を図るた
め、局部改良により機能の増大を図るほ
か、効用が低下している施設について機
能の回復を図る事業。

沿岸漁場整備開発事業 水産基盤整備事業
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性が不十分との指摘を踏まえ、海洋・沿岸域における生態系全体の生産力の底上げを目指し、水産

生物の動態及び生活史に対応した良好な生息環境空間を創出する「水産環境整備マスタープラン」

の策定を推進している。具体的には、これまでの「点」的な考え方から「面的」、「空間的」に対象

範囲を捉え直し、資源や環境の変動を踏まえて柔軟に対応するため、モニタリングの充実等を図っ

ている。平成 25 年 12 月現在、全国で６地区においてマスタープランに基づく漁場整備が行われて

おり、第 3 次漁港漁場整備長期計画の計画期間（H24～H28）において概ね 20 地区において策定

することを目標としており、平成 26 年 11 月現在、全国 15 地区においてマスタープランに基づく

整備が行われている。 

 
図-１ 水産環境整備マスタープラン策定状況 

 

３．今後の課題 

 昭和５１年から沿岸漁場整備開発事業が発足してから、整備された魚礁は約 3,800 万空立米に上

る。前述の通り、漁場整備を行う社会的背景として、漁場の開発、沿岸漁業の構造改革、遠洋漁業

の衰退に伴う沿岸漁業への転換、国民の食の多様化に対応した水産物の供給、漁獲から水揚げ・流

通までを捉えた一体的整備、沖合域における漁場整備、水産生物の生活史に対応した漁場整備など

の要請等があげられるが、いずれも漁場整備の手段は、魚礁の設置であり、増殖場・養殖場の整備

であり、覆砂、海底耕耘、作澪などによる水域環境の改善が中心となっており、すなわち、漁獲の

効率化と水産資源の増大である。 
 これらの異なる社会的背景の下で行われた漁場整備がどのような効果があったのかについては、
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それぞれの視点に着目して細かく分析する必要があるものの、魚礁設置については、事業発足当初

の「天然礁を補完し、漁場を拡大する」、すなわち漁獲の効率化を図るという意味合いでは、漁業者

等が現在も積極的に人工魚礁を使っているという声を聞く限りにおいては一定の効果があったもの

と考えられ、ヒアリングを通じればその定量的な効果の把握に努めることはできると考えられる。

他方、水産資源の増大の効果いかんとマクロ的に問われた場合には、その定量的評価、すなわち漁

獲量の増加分としてどのような効果があったのかについては、そもそも漁獲量が海域環境の変動等

の要因により大きく影響される等の理由により、現在の知見や技術では全容を把握することが困難

であるので、個別整備地区ごとの要因の積み上げ等を通じた精度向上等が必要となろう。 
 加えて、昨今では、海水温の上昇等に伴う南方系魚類の日本周辺海域での出現及びこれらによる

藻場の食害被害、藻場構成種の温帯性藻類から亜熱帯性藻類へのシフトや、閉鎖性水域を中心とす

る海域における貧栄養化の進行が指摘されるなど、漁場環境の変化は、季節変動等の影響を除外し

たとしても、常に一定ではない。そのため、事業実施後のモニタリングを通じて的確に事業効果を

把握し、場合によっては必要な対策を講じるなどによって PDCA サイクルを確実に実践し、所期の

事業目的を着実に達成していくことが求められている。また、ハード整備の効果を最大限発揮する

よう、種苗放流や資源管理指針・計画などのソフト施策との連携や、藻場における植食性動物の駆

除や干潟における定期的な海底耕耘などの維持管理を着実に実施する必要がある。 
 
 
 
＜参考文献等＞ 
・昭和 27 年 2 月 4 日衆議院水産委員会議事録 
・沿岸漁場整備開発事業の解説（第四次沿整計画版）、新水産新聞社、平成 7 年 
・漁港漁場整備法逐条解説（平成 20 年度版）、（社）全国漁港漁場協会、平成 20 年 
・漁港漁場漁村ポケットブック 2014、（公社）全国漁港漁場協会、平成 26 年 
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青森県における魚礁整備事業の実施状況について 

 

青森県農林水産部水産局漁港漁場整備課 田村直明  

 

１．はじめに 

 青森県は、日本海、津軽海峡、太平洋

に面し、中央部に陸奥湾を抱えている。 

海域ごとに多様な漁業が営まれている

が、スルメイカ、マグロ、ブリ、マサバ

等の回遊性魚種への依存度が高く、漁業

生産は不安定なものとなっている。また、

陸奥湾ではホタテガイ養殖が主たる漁業

となっているが、近年の海水温の上昇に

よる影響などの不安定な要素がある。 

平成２５年における青森県の海面漁獲

量は１８万５，８５５トン、漁獲金額は

４４６億６千万円となっている（図１）。 

漁獲量はピーク時に比較して約４割程

度にまで減少しており、漁業経営に深刻な影響を与えている。 

こうした中、漁業生産量の安定化を図るため、資源管理や栽培漁業などの施策ととも

に、漁場整備による資源の回復や漁業生産量の増大が望まれている。 

近年の主な漁場整備事業としては、稚魚の育成場所や磯根資源の増殖の場となるコン

ブやホンダワラ類などの藻場造成、ヤリイカ等の産卵場の整備、ヒラメやウスメバル等

の魚類を対象とした魚礁の整備などを行っている。 

 

２．青森県における魚礁整備事業について 

魚礁の整備に当っては、対象魚種の漁獲状況や（地独）青森県産業技術センター水産

総合研究所等が行う調査結果等を参考にするとともに、沿岸市町村を通じて地元の要望

調査を行い、計画に反映させている。 

魚礁施設は、完成後に地元管理運営協議会（沿岸市町村や漁業協同組合で構成、県内

７地区に設置）に管理委託するため、毎年開催される各協議会の総会等の場で、これま

で整備した魚礁施設の利用状況等に関する情報交換を行い、あわせて要望の聞取りを行

っている。 

 魚礁の造成規模については、目標増産量と魚礁原単位から算出しており、原単位は標

本船調査結果や統計数値から試算し、日本海、陸奥湾、太平洋の３海域について定めて

いる。 

 事業計画の策定にあたっては、関係漁協や市町村と協議を重ね、地元の漁業形態にあ

った整備位置や礁体配置を検討している。また、過去に整備した魚礁との相乗効果を図

るため、既存の漁場施設に隣接した形で整備する場合も多い。 

 礁体の選定に関しては、対象魚種や漁業種類に加えて、施工性、経済性等も考慮し、

県の農林水産部内に設置された「青森県水産基盤整備事業等検討会議」において決定し

ている。 

図１ 青森県における海面漁業の漁獲量

及び漁獲金額の推移（H１～２５年） 
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３．魚礁施設の管理について 

 県が事業主体となり、共同漁業権区域外に造成した魚礁施設については、「青森県漁港

漁場整備事業漁場施設管理規程」により、受益者の管理運営協議会に管理を委託してい

る。 

 管理委託は、受益者負担の原則により無償としており、協議会の運営や施設の維持管

理に要する費用は、構成員の負担により賄われている。 

 各協議会では、施設の利用状況等の把握や漁獲調査等による魚礁効果の把握に努めて

いる。 

 

４．近年の魚礁整備事業の実施状況について 

１）水産環境整備マスタープランの策定 

 当県では、国の「豊かな海を育む総合対策事業」に基づき、平成２４年 1 月に青森県

西部海域の水産環境整備マスタープランを策定した。 

このマスタープランは、対象海域を青森県の日本海、陸奥湾、津軽海峡西部海域とし、

ウスメバル、ヤリイカ、ハタハタ、ヒラメ、カレイ類等の魚種について、生活史に即し

た漁場整備を行うこととした。 

 平成２５年７月には、このマスタープランを発展させる形で、秋田県、山形県と合同

の本州日本海北部地区マスタープランを策定した（図２）。このマスタープランは、青森

県の全海域を対象海域としており、対象魚種は、指標種をウスメバル（指標種）、ハタハ

タ（指標種）、ヤリイカ、イワガキ等としている。 

図２ 本州日本海北部地区水産環境整備マスタープランの概要 
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特に、ウスメバルは日本海北部沿岸における主

要魚種となっており、津軽半島北部の小泊地区で

漁獲されるウスメバルは「海峡メバル」として首

都圏などにも出荷されている。しかし、近年漁獲

量は減少傾向にあり、資源回復に関する全県的な

対策が求められている。 

青森県沿岸域におけるウスメバルの回遊経路に

ついては、研究機関が実施した過去の調査結果等

により、流れ藻に付随した稚魚が対馬暖流に乗っ

て日本海を北上し、陸奥湾や津軽海峡を経由して

太平洋沿岸に回遊していることがわかっている。 

漁場整備に関しては、この回遊経路に沿った形

で増殖場や魚礁を整備する計画を進めることとし

ており、具体的には、水深５～３０ｍに稚魚の保

護育成場となるホンダワラ類やコンブ類の藻場を

整備し、その沖側となる水深３０～７０ｍ前後の

海域に幼魚の育成場、水深８０～１００ｍ前後の

海域に魚礁漁場を整備することとしている（図３）。 

青森県で現在漁場整備事業を実施中の地区は８

地区で、うち６地区（８漁場）で魚礁の整備を行

っている（図４）。魚礁整備の主な対象魚種はウス

メバル、ヒラメ、カレイ類、ソイ類、タイ類、ア

イナメ等であり、整備内容としては、礁高を設置

水深の２割程度とするため、大水深の海域では２

０ｍ級の鋼製魚礁を、比較的水深が浅い海域では

コンクリート礁体の乱積み等の方法としている。 

  

２）魚礁効果の把握について 

 効果調査については、水産基盤整備事業の測量・

調査費により、魚礁周辺の魚類蝟集量や実際の漁獲

量の調査を行っている。その他、地元の管理運営協

議会においても、独自に調査を行っている。 

 県が実施している効果調査については、地元漁協

への委託による標本船調査（写真１）、（地独）青森

県産業技術センター水産総合研究所への委託による

計量魚探調査やＲＯＶ調査（写真２）などを行って

いる。 

標本船調査については、漁船ごとの漁獲効率の差

があり、標本船の隻数を十分に確保する必要がある。 

また、計量魚探による調査については、調査回数

や調査時期が限定されることから、時期ごとの違いや海況等により変化していると考え

られる蝟集状況を正確に把握していくことが難しい側面がある。 

いずれも、単独では定性・定量的な効果を同時に把握することが難しいと考えられ、

標本船調査と他の調査を組み合わせなどにより効果の把握を行っている（表１）。 

写真１ 標本船調査で漁獲された 

ウスメバル 

図４ 青森県における漁場整備事業

の実施地区（Ｈ２６年度） 

 

図３ 太平洋北部地区水産環境整備

事業の概念図 
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 さらに、今年度から、転送型ＧＰＳデータロガ

ーによる航跡や漁獲位置の特定についての検討

（一社 水産土木技術建設技術センターへの委託）

も行っており、より正確なデータの蓄積を図って

いきたいと考えている。 

 前述のとおり、魚礁については、幼稚魚の保護

育成場との一体的な整備として行うことが多いが、

効果調査は、魚礁や増殖場ごとの調査とならざる

を得ない現状にある。 

 増殖場における増産効果が最終的にどの程度、

魚礁漁場での漁獲に結びつくのか、標識放流など、

他の調査方法も検討していく必要がある。 

 

５．効果的な魚礁整備に向けて 

 近年の海水温の上昇等により、沿岸漁場の環境も大きく変化しており、磯焼けの進行

や、漁獲される魚種の変化など、沿岸漁業の経営は年々厳しさを増している。 

魚礁や増殖場の整備に当っても、このような環境変化に対応していくことが必要と考

えており、試験研究機関が行う海洋環境調査に関する調査結果などを参考に、設置場所

や整備の内容を検討していく必要がある。 

また、近年指摘されているように、対象とする魚種のみではなく、餌料となる生物の

動態などの把握も必要と考えており、整備後に行うモニタリング調査結果などを次の事

業に反映させるなど、より効果的な魚礁や増殖場の整備を進めていきたいと考えている。 

 

６．参考文献 

１）青森県農林水産部漁港漁場整備課：青森県魅力ある魚礁漁場づくりの指針 平成１８

年 

２）社団法人全国沿岸漁業振興開発協会：人工魚礁漁場造成計画指針 平成１２年 

 

 

 

 

写真２ ＲＯＶによる効果調査 

(整備した魚礁に蝟集するウスメバル) 

表１ 現在実施している魚礁効果調査の方法 

高層魚礁 乱積み型魚礁 増殖場

ＲＯＶ調査
・魚種の判別が可能。
 （魚種によっては接近して確認することが困難な場合も）
・大水深、長時間の観察が可能。

・定量的な効果把握が難しい。
・経費や操作技術の問題。

○

潜水調査 ・分布状況の詳細な観察が可能。
・定量的な効果把握が難しい。
・水深と観察時間に制約がある。
・魚の行動への影響。

○

計量魚探調査 ・広い範囲での分布把握が可能。
・魚種の判別ができない。
・調査時期や調査頻度の問題。

○

標本船調査 ・定性、定量的な効果把握が可能。 ・相当数の漁業者の協力が必要。 ○ ○

調査方法 主な長所 主な短所
実際に行っている調査
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これまでの魚礁機能研究の成果～故柿元博士の研究の足跡～ 

 

野田幹雄（（独）水産大学校生物生産学科） 
 
１．はじめに 
 
演者は魚礁研究の専門家ではありませんが，縁あって柿元先生とは現所属の（独）水産大学校

で３年間魚礁研究のお手伝いをさせて頂くとともに，魚礁研究の現状と様々な問題点に関して先

生の大いなる薫陶を受けました。水産大学校で先生が担当していた魚礁に関する講義は，現在は

私が引き継ぎ，先生の講義ノートに基づきながら主に魚礁の生物的分野について講義し，学生は

魚礁という技術の奥深さを再認識しているようです。この度は，先生から引き継いだ魚礁に関す

る講義ノートや文献類に基づきながら，門外漢の１研究者の視点から柿元人工魚礁学のエッセン

スと私が考える部分を再整理して紹介し，皆さんのご参考にして頂きたいと考えています。 
 

２．魚礁の設置による新たな生物群集の形成 
 
魚礁の設置による物理化学的環境の攪乱とそれに伴う生活型の異なる各種生物の棲み込み，そ

して主に棲み込んだ生物と蝟集した生物との食物連鎖により，魚礁設置前とは異なる新たな生物

群集が形成される。 
２－１物理化学的環境の攪乱 
従来魚礁がなかった平坦な砂質の海底に人工魚礁が設置されると，現状の均質な物理化学的な

環境に「攪乱」を引き起こす。直接攪乱を引き起こす物理化学的な環境要因としては，光と流れ

であるが，間接的には底質，水温，塩分，栄養塩に及ぶ。1)魚礁の設置によって光学的な陰影が生

じる。これは様々な生物に対する魚礁の隠れ場機能の発現を考えると，ごく当然の現象ではある

が見過ごしてはならない要因である。1)魚礁設置前の均質な流れは，魚礁の存在によって流体力学

的な陰影を生じる。1)一般に魚礁近傍では縮流などによる流れの速くなる部分と緩流域とが生じ

る。1)これは流れを嫌う微小動物や魚類を引き寄せる一方，浮遊生物の集積にもつながる。流体力

学的な陰影が生じることは，魚礁周辺の底質にも変化をもたらす。1,2)流速の速くなった魚礁近傍

の底質は粒径組成が粗くなると同時に，緩流域では細かい底質が堆積し，比較的均質な底質粒径

からモザイク状の底質粒径環境へ変化させる。1-4)また，魚礁による流れの攪乱の影響を鉛直方向

でみると，乱流や内部波の発生，1)それに伴う水温・塩分・栄養塩の鉛直分布の変化へとつながる。1) 
砂質の海底に魚礁という安定した基盤が設置されると，砂のような不安定な基質では生活でき

ない多くの付着生物が魚礁の表面に着生する。1-4)この付着生物群集は魚礁の餌場機能に大きく係

わってくる。足場の不安定な環境に安定した基盤が出現することは一種の攪乱と捉えることもで

きる。安定した基盤の提供は新しい生物群集の形成に大きく寄与している。 
このような魚礁設置に伴う多様な攪乱こそが様々な生物の棲み込み関係や食物連鎖関係の起点
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となっている。そして，その攪乱の程度は，小さく局所的なものから大規模なものまで，設置す

る魚礁の規模・構造によって変化することになる。 
２－２新たな生物の棲み込み 
・付着生物の棲み込み（安定した基盤の提供によって実現） 

安定した基盤という一次空間の出現によって，フジツボ類，足糸をもつ二枚貝類，海藻などの

固着性生物が着生し発達すると，1-4)生物体からなる二次空間を形成する。二次空間の複雑化は甲

殻類や環形動物など二次空間の間隙をすみかとする移動性の動物の種類と生物量を増大させる。5)

浅所では大型海藻類の季節的な繁茂も期待できる。 
・底生動物の棲み込み（流体力学的陰影によって実現） 
モザイク状の底質環境に変化することによって，魚礁の設置前には生息できなかった底生動物

が棲み込み，魚礁周辺の底生動物組成が多様化する可能性がある。1)また，魚礁表面に着生した付

着動物群集は，波浪や魚類の捕食による付着動物の剥落で，底生動物相の多様性の増大にも貢献

している可能性がある。6) 
・カイアシ類とアミ類の近底層種の棲み込み（流体力学的陰影の発生によって実現） 

形態上は動物プランクトンでありながら，定住的な生活をする近底層のカイアシ類とアミ類は，

魚礁の存在によって生じる流体力学的な陰影を利用し，流れの後背部や内部などの流れの緩流域

に止まり，そこで濃密な群れを形成する。1-4) 
・小型魚類の棲み込み（光学的陰影と複雑な空間及び基盤の安定性によって実現） 

複雑な構造を備える魚礁（単位魚礁）は，スズメダイ類，テンジクダイ類，メバル類などの比

較的小型の魚類の隠れ場として利用され，魚礁内に棲み込むことになる。特にプランクトンや浮

遊流下する動物を餌とする岩礁性の小型魚類においては，隠れ場の存在と分布範囲は餌の探索範

囲に影響する。また，接触走性の強い底生魚類やタコ類などの魚介類（Ⅰ型の魚介類）は，複雑

な空間とともに安定した基盤の存在が棲み込みの前提となる。 
・浮遊生物の集積（流体力学的な陰影によって実現） 
魚礁の設置により生ずる緩流域・渦流は物理的にプランクトンや浮遊物を集積させる可能性が

ある。1) 
２－３魚礁における食物連鎖 
・付着生物群集を介した食物連鎖 
魚礁に着生し発達した固着性動物，甲殻類，多毛類，腹足類，海藻などの付着生物群集は，魚

類の餌として利用されており，1-4)魚類の蝟集効果を高めている。また，波浪や魚類の捕食による

付着動物の剥落は，魚礁周辺における異体類などの底生動物食の魚類や流下物を摂餌する魚類へ

の餌供給を強化している可能性がある。6) 
・近底層のカイアシ類やアミ類を介した食物連鎖 
ヒラメやマダイなどの底生動物食魚類の幼稚魚の餌として利用されている。1-4) 

・小型魚類を介した食物連鎖 
スズメダイ類，テンジクダイ類，マアジ幼魚などの小型魚類が大型の高次捕食者の餌として利

用されている。1-4) 
・底生動物を介した食物連鎖 
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底質の攪乱により生じた新たな底生動物を摂餌する（マダイ，異体類など）。1-4) 
・浮遊生物を介した食物連鎖 
集積した浮遊生物は，これを餌として利用する小型魚類に餌の探索で有利な状況を作る。 

 
３．魚礁の効果範囲及び魚礁構造と魚類の出現量 
 

1965～1967 年魚礁周辺における底生魚類の分布について単位魚礁（単独礁）から 2200ｍまで

の水域において，三枚底刺網による漁獲試験で距離別のCPUEから検討した結果では，魚礁区（魚

礁単体が分布する区域）をピークとして，その周辺 200ｍまでの範囲も比較的分布量が多かっ

た。1-4)特徴的であったのは，魚礁から 600ｍ程度離れた付近にも再び分布量のピークが出現し

た。1-4)出現した魚種別に比較すると，主に魚礁区のみ，魚礁区とその周辺，及び魚礁区とある一

定の距離を置いて分布する種とがあり，魚種により分布傾向が異なった。さらに，単位魚礁が生

物的に相互に関連する範囲内に設置されている魚礁群域における底生魚類の分布も調査されてい

る。その結果では，単独礁で見られる分布様式と基本的には変わらないが，魚礁群では単独礁に

おける分布が二重写しの状態になっており，切れ目のない漁場形成には都合がよいと考えられ

る。1-4) 
1981～1984 年に魚礁構造と魚類の出現量の関係について調査を行っている。環境条件がほぼ

同一で生物的な関係がないと考えられる 3 箇所の魚礁（単独礁）と 1 箇所の天然礁において，単

位魚礁の構造と蝟集していた魚類の量的および種組成との関係を潜水観察調査によって検討して

いる。2,3,7)その結果では，コンクリート製の一体型小型単体を密集して積み上げた魚礁と，小型

単体を積み上げずに平面的な広がりをもちつつ密集させた魚礁は，出現した魚種の総種数と単位

空ｍ3当たりの出現量が多く，天然礁や組立型コンクリート魚礁を上回った。さらに，水深帶を変

えた水域及び透明度の異なる水域でも同様な潜水調査を行っているが，同様な結果を得ており，

同じコンクリート一体型の小型単体でも分散して沈設した魚礁では出現量は少ない。このように，

魚礁の構造によって魚種，量，成長段階が大きく異なっている。特に小型魚類の出現量が多い魚

礁では全体の出現量が多い傾向がみられた。また，蝟集量に深く関係する構造は，単体の構造で

はなく，単位魚礁全体としての構造が重要である。 
 
４．魚礁漁場における魚類の行動 
 
４－１魚礁への反応行動 

1975～1982 年に新潟県沿岸水域においてヒラメ，マダイ，ブリの各成魚を対象にしたバイオ

テレメトリー調査を行っている。1-4,7,8) 

ヒラメは海面付近まで浮上して 10 時間を超えるような長い時間移動することがあるが，水温や

塩分の適応範囲は広く，自由に行動した。表中層付近まで浮上して長時間にわたり一方的に移動

するときには付近に魚礁が存在しても反応はしなかった。 
産卵期におけるマダイ成魚は，水温によって遊泳層が制限されており， 11℃の等温線よりも下

層へ潜行することはなく，沖合での遊泳水深は 30ｍ以浅で通常 10～20ｍ層の海面沿いに遊泳し
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た。しかし，沿岸に接岸し海底までの水深が浅くなると，追跡個体は先の水温範囲内で潜行し，

海底に沿った移動に変化した。その境界水深は 20～30ｍであった。南下期におけるブリ成魚も同

様で，沖合での遊泳水深は 10～55ｍの範囲が多く，海面沿いの浅い層を遊泳し，沿岸に接岸する

と，海底沿いの移動となり，その境界水深は約 70ｍであった。このように，マダイやブリは水深

の深い沖合では海面に沿って移動し，沿岸の浅い水域では海底に沿った移動をする。魚礁に対す

る反応は，沿岸域で海底沿いの移動時に生じ，海面沿いに表層を移動中の個体は直下に魚礁があ

っても反応しない。 
４－２流れに対する反応行動1-3) 

1982 年に佐渡島沿岸における沈設形態の異なる 2 箇所の人工魚礁（47 空ｍ3）でスキューバ潜

水を行い，魚礁に出現した魚類の分布状況を観察し，底層の流れの状況を測定している。1-4)高さ

が 3ｍの小型単体魚礁を密に積み上げた魚礁では，スズメダイ，メバル，オキタナゴは，魚礁の

流れの潮上側に集まる行動を示した。これとは対照的に，アイナメ，イシダイ，キジハタ等は，

流向とは無関係の分布を示した。一方，魚礁単体が積み重ならず，分散して沈設されている魚礁

ではどの魚種も流れとの関係が認められなかった。このように，流れに対する魚類の反応は，群

れを作りやすく浮遊生物を餌とする魚類では潮上側に偏る行動を示す。特に魚礁の存在による流

れの変化が明瞭になる密集沈設型の魚礁で顕著となる。 
４－３日周期行動1-4,8) 

1970 年に新潟県寺泊町沿岸水域の人工魚礁で魚礁上の海面に筏を設置し，そこに魚群探知機を

乗せ，1 昼夜の連続記録調査を行っている。その記録を解析すると，魚群（メバル，クロソイと

推定）は朝方と夕方に出現密度が高くなり，活発に活動していると考えられた。夜間はほとんど

反応がなかった。 
1981 年に新潟県柏崎市沿岸水域の人工魚礁群域で行った定線魚探航走調査と中層刺網漁獲試

験では，マサバ，イワシ等の浮魚類は日中は群れを作り，魚礁近くの中層に生息する。しかし，

夜間は個体に分散して表中層分布となり，魚礁には蝟集しなかった。 
バイオテレメトリーで測定した結果から，ヒラメ成魚の日周期行動を解析すると，ヒラメ成魚

は日没 30 分前に活動を開始し，夜間は海底を離れて魚礁周辺を活発に遊泳したり，中層を移動す

る。しかし，日の出 17 分前に活動が停止して日中は魚礁近辺の海底でほとんど移動しない行動が

見られる。また，マダイ成魚は夜間に魚礁や沿岸水域を離れて浮上して長距離を移動する個体が

多く見られた。魚礁における魚類の行動は照度との関係で昼夜によって大きく変化する。 
魚礁には昼間に多くの魚類が蝟集し，夜間には魚群量が極度に少なくなり，魚礁の役割は主に

日中に果たされている。 
４－４魚礁群域における行動1-4,7,8) 

バイオテレメトリーによる調査結果では，マダイ，ヒラメ，ブリは，魚礁から魚礁へ単位魚礁

の間を頻繁に移動する行動を示し，主に夜間に浮上して魚礁を離れる傾向がある。単位魚礁間の

移動は流れを利用して直線的に行われるが，単位魚礁内では動きが複雑となり，流れとは無関係

な行動をする。したがって，単位魚礁での滞在期間は短くとも，単位魚礁に反応しながら移動す

ることによって，魚礁群域内全体では上述した回遊性の魚類の滞在期間は長期化すると考えられ

る。 
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５．魚礁の機能と魚礁の感知1-3,7,8) 
人工魚礁に魚類が蝟集する理由については諸説あるが，魚類の生存上の価値という観点，ある

いは魚礁が魚類の生存に対して果たしている役割（魚礁の機能）という観点から，魚礁への蝟集

理由を検討すると，次の 4 つに集約される。すなわち，①餌場機能，②隠れ場機能，③産卵場機

能，④休息場機能であり，これは魚類が生き残りを高め，子孫を増やすための手段として魚礁に

期待する究極要因といいかえることもできる。 
一方，魚礁の存在は，音刺激，流れ刺激，光刺激，臭い刺激，接触刺激などが手がかりとなり，

魚類の聴覚，嗅覚･味覚，視覚，触角などの感覚器官で感知され，魚礁に蝟集すると考えられる。

魚礁への直接の蝟集が，魚類の内的な生理的要因に基づいてある種の物理化学的な刺激に誘引さ

れた結果であったとする。しかし，蝟集した魚類にとってその魚礁の機能が貧弱であったならば，

その魚礁は一時的な利用に止まるであろう。上述した４つの機能をそれぞれ高いレベルで実現し

ている魚礁こそが持続して生産性の高い魚礁となるであろう。 
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ＲＯＶや魚探・ソナーを用いた魚礁効果の調査事例 

谷内 修（海洋土木株式会社） 

 

１．はじめに 

 

 当社では昭和51年の第１次沿岸漁場整備開発事業の発足以来、ＦＰ魚礁を中心とした各種の魚礁・増

殖礁・藻場礁を開発し、全国各地の事業に採択されてきたが、同時に自社の漁場施設の効果発現状況を

把握し、事業や製品開発への反映を目的として、潜水観察を中心とした効果調査を実施してきた。特に

平成9年以降は、漁場造成海域の沖合化・水深の深化に合わせてＲＯＶ（自走式水中テレビシステム、

図1）を自社で導入し、年間30箇所前後の効果調査を実施しており、これまでの調査実績は延べ 600箇

所を超える。調査を通じて得られた魚種ごとの蝟集形態など定性的な知見は、魚礁の設計や漁場造成方

法の提案などに活用している。また、調査を実施する際は、魚礁効果を定量的に把握できるよう、蝟集

魚類の全体重量と空ｍ3当りの蝟集量などを指標とした定量化を可能な限り実施している。 

 本発表では、視界に制限（水平画角 76°・鉛直60°）のあるＲＯＶによる魚礁観察において、蝟集

魚群の全体量を把握するために、魚群探知機やソナーなどの音響機器を組み合わせた調査事例について

説明させていただきます。 

 

２．調査方法 

 

 調査は魚礁漁場最寄りの漁業協同組合に紹介を受けた漁船をチャーターする形で実施され、船尾側に

ＲＯＶ機器一式を艤装し魚礁漁場に向かう。ＧＰＳプロッターに予め魚礁位置をプロットし、魚礁直上

を2ノット前後、異なる方位で 2回以上魚探航走し、魚礁群の高さと広がり、蝟集魚群の大きさと位置

関係を把握する。この時、魚群探知機の画像（図 2）はビデオカメラに録画し、後の解析に利用する。

魚礁位置の潮上または風上側へ、水深の約 1.5～2倍程度離れた位置へ投錨し、魚礁周辺で船位が安定し

たら直ちにＲＯＶを潜航させ観察を開始する。水中の映像やソナーの反応は全て船上のＶＴＲに録画さ

れ、同時に観察中の魚礁や魚群は、船上から適宜シャッターを押して写真撮影することができる。 

 

    

図1 ＲＯＶ（自走式水中テレビシステム）     図2 録画した魚探反応の静止画 

 

 蝟集魚類の魚種の特定と計数は、ＶＴＲ映像と写真をもとにダブルカウントを避けるように解析を行

うが、ＲＯＶの画角では捉え切れない大きな魚群については、魚探やソナーで得られた魚群反応の容積

を楕円体や円錐体に換算して算定し、ＶＴＲ映像や写真でカウントして得られた単位体積当たりの魚群
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分布密度を乗じることで、蝟集尾数の推定を行っている。また、魚類の全長・体長は、魚礁の部材寸法

との対比で把握できるため、魚類の全長と体重の関係式（福田，1987）を用いて、魚種ごとの体重を求

め、最終的に魚礁全体に蝟集する魚群の全体重量を計算している。 

 

２．調査事例 

 

 ２．１ 山口県山口北地区 

 当地区は山口県長門市沖合の水深100ｍの海域に、平成17年度から造成された乱積み魚礁群で、調査

は造成初年度から3年後の平成20年7月に実施した。魚礁群は造成の完了した 250個の山と、造成途中

の159個の山が隣接し、新旧の魚礁が混在する状態で、250個の山は高さ約20ｍに積み上げられていた。

漁場の位置図や魚礁の配置図、調査当日の気象海象データを取りまとめて、表1に示す。 

 

 

表1 山口県山口北地区調査基本データ（漁場位置図・配置図・魚礁姿図・気象海象ほか） 

 

 調査当日は晴れで波もなく天候に恵まれ、魚礁周辺はわずかに濁りがあったが、大水深にもかかわら

ずライトを点灯せずに観察可能な透視度が確保されていた。観察された魚種名・全長・尾数・重量と蝟

集状況の模式図、スチル写真などを取りまとめて、表2に示す。蝟集尾数・重量ともに卓越していたの

は大型のメダイで、魚礁群の最上部を大きな群れでゆっくりと遊泳していた。マアジも尾数では卓越し

ていたが小型～中型の個体で、総重量に占める割合は少なかった。その他、イサキ・イシダイ・マハタ

などの魚礁性の強い魚種も観察された。 
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表2 山口県山口北地区魚類蝟集状況視認調査結果 

 

 

表3 山口県山口北地区音響機器調査結果（メダイの魚群量推定） 
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 メダイは大きな群れを形成しＲＯＶの画角では全体像を把握することが出来なかったため、ＲＯＶの

潜航前に実施した魚探航走で記録された魚群の映像と、ＲＯＶ搭載のビデオカメラ映像を組み合わせ、

魚群量の推定を行った。計算過程と推定結果を表3に示す。魚探では魚礁からやや離れて記録された大

小2つの反応の容積を、楕円体として計算し求めた。このとき、横軸は魚礁群の設置範囲、縦軸は魚探

の水深目盛を基準にして反応の大きさを判断した。単位容積当りの分布密度（尾／ｍ3）は、魚礁を背景

として撮影された魚群の映像で、平均的なものを静止画として抽出し個体数をカウントした。撮影され

た空間の容積は、底面を魚礁側面、高さをソナー反応による魚礁とＲＯＶの距離で求められる四角錐と

して計算した。表3に示した以上の計算過程を経て推定されたメダイの尾数は3,740尾、総重量4,349kg、

魚礁の空ｍ3当り蝟集量は他の魚種と合わせて 0.76㎏/空ｍ3となった。 

 

 ２．２ 新潟県姫津北えびす地区 

 当地区は新潟県佐渡市西側沖合の水深77ｍの海域に、平成17年度に造成された乱積み魚礁群で、調

査は造成から3年後の平成20年7月に実施した。魚礁は30個が3段積み相当、高さ9ｍに積み上げら

れていた。漁場の位置図や魚礁の配置図、調査当日の気象海象データを取りまとめて、表 4に示す。 

 

 
表4 新潟県姫津北えびす地区調査基本データ（漁場位置図・配置図・魚礁姿図・気象海象ほか） 

 

 当地区も２．１と同様に、蝟集魚種の内ウスメバルとマアジの 2種について、魚群量の推定を行った

ので、蝟集状況の視認調査結果を表 5、計算過程と推定結果を表 6に示す。当地区では魚礁群中段から

直上付近にウスメバルが分布し、更にその上方にマアジが分布する蝟集形態で、両種ともＲＯＶの潜航

や観察中の刺激に対し、魚礁群の中へ逃避する行動が見られたが、しばらくすると刺激に慣れて魚礁上

方で浮遊餌料を捕食する行動が観察された。 
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表5 新潟県姫津北えびす地区魚類蝟集状況視認調査結果 

 

表6 新潟県姫津北えびす地区音響機器調査結果（ウスメバル・マアジの魚群量推定） 
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 当地区では、魚礁から離れた位置で魚群反応が記録され、ＲＯＶの潜航途中に確認された魚群の分布

状況から、反応の上方をマアジ、下方をウスメバルと判断し、反応の容積を円錐に換算して、別途ビデ

オの静止画像から得られた分布密度を乗じて、ウスメバルの尾数は 2,600尾、総重量343kg、マアジの

尾数は600尾、総重量58kg、魚礁の空ｍ3当り蝟集量は他の魚種と合わせて 0.395㎏/空ｍ3となった。 

 

 ２．３ 静岡県下田地区 

 当地区は静岡県下田市東側沖合の水深 42ｍの海域に、平成17年度に造成された乱積み魚礁群で、調

査は造成から4年後の平成21年5月に実施した。魚礁群は高さ3.25ｍと1.6ｍの大小2種類の魚礁で構

成されているが、本発表は3.25ｍの魚礁42個が3段積み相当、高さ10ｍに積み上げられた魚礁群につ

いて述べる。漁場の位置図や魚礁の配置図、調査当日の気象海象データを取りまとめて、表 7に示す。 

 

 
表7 静岡県下田地区調査基本データ（漁場位置図・配置図・魚礁姿図・気象海象ほか） 

 

 当地区では、魚礁群の中段から上方にかけてイサキの大きな群れが蝟集しており、ＲＯＶの観察だけ

では全体量が把握できなかった。したがって、２．１と同様に魚群量の推定を行ったので、蝟集状況の

視認調査結果を表8、計算過程と推定結果を表 9に示す。イサキは縦縞模様が明確な小型個体で、ＲＯ

Ｖの刺激がない状態では魚礁群の上方に位置し、その後刺激に反応し群れが分散すると同時に、魚礁群

内部空間へ逃避する行動が見られた。イサキの魚群量推定結果は、尾数は 21,000尾、総重量525kg、魚

礁の空ｍ3当り蝟集量は他の魚種と合わせて 0.413㎏/空ｍ3となった。 
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表8 静岡県下田地区魚類蝟集状況視認調査結果 

 

 

表9 静岡県下田地区音響機器調査結果（イサキの魚群量推定） 

 

２．４ 兵庫県姫路地区 

 最後に兵庫県姫路地区の事例について述べる。魚礁は家島諸島西側の水深30ｍの海域に、平成19年
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度に造成された魚礁群で、44個の魚礁が10ｍ程度の間隔で点在配置されている。調査は造成から5年後

の平成24年10月に実施した。 

 

 
表10 兵庫県姫路地区音響機器調査結果（マアジの魚群量推定） 

 

 当地区は透視度が低く、来遊したマアジの個体数を目視で計数することが出来なかったが、ＲＯＶに

搭載したスキャニングソナーに魚群の反応が捉えられたため、その分布体積と個体数の分布密度から表

10に示すとおり魚群量の推定を行った。マアジの蝟集尾数は720尾、総重量107kg、魚礁の空ｍ3当り蝟

集量はブリ・スズキ・クロダイなど他の魚種と合わせて0.31㎏/空ｍ3となった。 

 

３．まとめ 

 

 ＲＯＶによる魚礁調査は、大水深における長時間観察が安全に実施できるメリットの反面、視界が制

限されているため、数千・数万単位の大きな魚群が蝟集している場合、全体量を把握しづらい。ビデオ

や写真で計数不能な魚群が観察された場合、魚群探知機やソナーの魚群反応記録と、ビデオ静止画・写

真映像を組み合わせた魚群量推定を行い定量化を図っており、本発表では 4地区の事例について紹介し

た。蝟集量の定量化には、およそ 5ｍ以上の透視度が必要で、魚礁からある程度離れた状態で魚群反応

が撮れるなどの条件の制約がある。 
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魚礁効果診断システムの概要と魚礁利用実態について 
 

桑本淳二（一般社団法人水産土木建設技術センター） 

 

 

1.はじめに 

 2013漁業センサスによると、筆者が主要フィールドとしている長崎県下の漁業者数は全国第 2 位の

14,310人で九州 8県の約 3割を占めるものの、5年前から約 2割減少し、ここ 20年間で半減している。

この間、魚礁設置事業は計画的に進められ、大型魚礁の設置箇所数は当時の約 3倍(約 240箇所から約

750箇所)に増加している。しかしながら漁業者数の減少に加え、魚礁を利用している一本釣り漁業者

の生計は総じて厳しく、我々はこの窮状をいかに理解し、今後どう事業推進を図っていくべきか、た

いへん深刻な事態に直面している。乱獲、網漁業との競合、魚価低迷、燃油高騰、高齢化、環境変動、

魚種変化など、多くのマイナス要素を包含している。 

 筆者はこれまで、専ら事業検証の観点から、直接観察(潜水・ROV・漁獲試験)、間接観察(魚探・測

深機・サイドスキャンソナー)、環境計測(水温・水質・潮流・地形・生物環境)、統計解析(アンケー

ト・操業日誌・漁業統計)、数値解析(流動・拡散シミュレーション)などに携わってきたが、いずれも

個別情報としては貴重であるものの、断片的情報の累積の域を出ることはできず、魚礁の実態を俯瞰

するには至らなかった。 

 魚礁の全体像に関しては「人工魚礁漁場造成指針」(平成 12 年度版)に総論から各論まで体系的にま

とめられており、一定の理論構築をみるに至っている。しかしながら、同指針の発行から今日に至る

までの間の技術革新、特に ITC(情報通信技術)、計測機器、解析技術などの進展は目覚ましく、新しい

調査方法論の開発、多くの知見蓄積もあり、魚礁論も新しい視点から再構築すべき時代にあるのでは

ないかと思われる。 

 本編では、こうした現状認識のもと考案し、実証データが蓄積しつつある「魚礁効果診断システム」

の概要、魚礁利用実態データのごく一部を紹介する。 

 

2.魚礁の価値および魚礁効果に対する基本概念 

 (1)魚礁の価値について 

 人工魚礁は「漁業者の利用」があってはじめて価値をなす施設である。事業の長い歴史的経緯、公

共事業として要求される費用対効果から、さらに漁業者の期待からみても、漁業者の生計的依存の大

きさが最も重要である。近年においては「魚礁は単なる副漁具ではない」との考え方が共通認識化し

つつあるが、それはむしろ魚礁の存在意義を曖昧にするものである。魚礁設置に対し、多くの漁業者

からは「常に漁業生産の場の創出が期待されている」ことを忘れてはならない。もちろん近年、魚礁

の保護育成や増殖機能の高さを示す検証データが数多く例示されているが、それは改めて強調するま

でもなく、魚礁事業スタート時から認識・期待され、また自然現象として時間経過に伴い少なからず

発現する性質のものである。人工魚礁という特殊な小空間には、その海域環境に順化した開放系の生
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V1:メモリ型、V2:リアルタイムデータ転送型 

態系が例外なく形成される。専用の保護区域なら別だが、沖合の魚礁に対し「増殖効果を過度に期待

し、結果的に操業しにくい施設構造になってしまっては本末転倒」であろう。いずれにしても、魚礁

事業を次の新しいレンジに進化させるには、各個別分野の科学的知見の集積もさることながら、同時

になるべく多くの漁業者個々の「魚礁利用実態を知り、何故なのかを常に考える」必要がある。 

 (2)魚礁効果に対する基本概念 

 魚礁効果には大きく 2つの側面がある。蝟集効果と経済効果である。前者は資源の増加、後者は生

産増を意味し、この両者が確認されてはじめて事業効果となる。しかしながら資源増(増えること)と 

生産増(漁獲すること)は相反する側面があるので当然、適正利用、適正管理が必要となる。魚礁を利

用するのは漁業者であり、その目線が生産増に注がれているなら、特に生産額の把握(効果の貨幣化)

が最も重要である(図 1)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図 1. 魚礁効果に対する基本概念 

3.魚礁効果診断システムの概要 

 (1)特徴と技術構成 

 正式名「魚礁効果診断システム(魚礁台帳併用モデル)」は、人工魚礁の利用実態を効率的かつ定量

的に把握するための実用システムである(図 2、3)。漁業者に操業日誌の記帳や機器操作などの手間を

一切煩わせることなく稼働できる点が、実用上の最大の利点である。本システムは多くの基本技術で

構成される。特に、4つの新旧技術を駆使・統合化して効率的に魚礁効果を診断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ※H19に基本技術を考案し、H21に実用システム開発(V1)、H25最新バージョン(V2)に至る。 

図 2. 魚礁効果診断システムの概念 

漁業者の漁獲行動習性を合理

的に解釈! 

        ↓↓↓ 

標本船の操業実態に合わせた

自動フィルタリングと、手動に

よるノイズ除去。 

「魚礁機能」ではなく、 
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図 3. リアルタイムデータ転送型 GPSデータロガーを活用したシステム V2 

 (2)適用条件 

  本システムを稼働するには、様々なハード、ソフト、データベース、既存資料が必要となる。適用

の必須条件は下記の 3 点である。 

   ・調査船の DC 電源が使用できること。(※24V・12V兼用) 

   ・水揚精算仕切書を提供いただけること。(※共販体制が整った漁協に所属する漁業者) 

    ・魚礁台帳に代表される魚礁の正確な緯度経度情報が存在すること。(※後追い調査可) 

 (3)作業工程 

  a. 準備作業 

 標本船の選定 → 漁協への調査協力要請 → ハード・ソフト・通信カードの準備 

  b. GPSデータロガーの設置 

 電源の確保 ((写真 1) →  キャビン内に装置一式を設置 (写真 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   写真 1.漁船の DC24V電源との接続状況     写真 2.GPSデータロガーの設置状況 

  c. 航跡・操業実態の解析 

 リアルタイムデータ転送型 GPSデータロガーからのデータ受信 → データ登録 → 操業モニタ

リング(※四季を通じた最低 1年間の稼働が望まれる) → 速度解析(図 4) → GIS 上での操業区域

の特定処理(※漁業者からの聞き取りを含む) 

[補足説明] 漁海況予測とは異なり、沈設型魚礁の利用実態を把握する上では、リアルタイム性が必須な訳で
はない。しかし、機器障害、漁業者の体調不良、災害などにより、データ欠測が発生した場合、任意に遠隔確
認できる点が大きなメリットとなる。メモリ型ではデータを吸い出してみないと確認できないリスクを伴う。 

 

原図提供:(株)環境シミュレーション研究所 

35



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4. 速度解析および操業特定画面(例) 

   d. 水揚実態の解析 

 水揚精算仕切書の読み取り(銘柄などの解読)と整理 → 魚種別水揚量・水揚額の入力 →  デー 

タ照合・集計作業(表 1) → 標本船毎・地区毎・季節毎の図化および傾向分析 

表 1. 操業・水揚実態集計表(例) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

操業時間計 256 分 

按分率  50.0%   13.3%  14.1%  22.7% 

============================================================================================================= 

区域別、魚種別の 

◎「水揚量」 

◎「水揚額」 

◎「操業時間」 

◎「CPUE」 

 魚 魚

 

 

[補足説明] 操業時間

の按分率で当日の魚種

別・区域別水揚量と水

揚額を按分計算し、各

種の集計作業を行う。 
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4.魚礁利用実態 

  本システムの稼働により、様々な解析データが得られる。演者は全体的な状況であればマクロ分析、

詳細な個別状況であればミクロ分析と、視点の違いを区別し整理している。 

 (1)マクロ分析の成果例(全体的な状況) 

 マクロ分析では、標本船がいつ(日時)、ど 

こで(緯度経度)、何を(魚種)、どれだけ(kg・ 

円)、どうやって(漁法)、水揚げしたかを定量 

的に推計できる。集計項目は、標本船・当該地 

地区・設定期間・魚種銘柄・漁法・操業区域別 

の、水揚量、水揚額、操業時間、CPUE、魚種組 

成、魚礁利用率など多岐にわたる。本システム 

のこれまでの稼働実績は、長崎県下を主体とし 

て現在稼働中のものを含め計 10 例に及ぶ。主 

たる 4例の実施地区を図 5、その集計結果を表 2 

に示した。 

 なお、標本船の選定は、すべて一本釣りを主 

たる漁業とし、魚礁利用があり、漁獲物をすべ 

て漁協に出荷されていることを条件とした。 

 

表 2. 本システム稼働により得られた魚礁利用率、CPUE などの推計値 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 対象とした 4 地区(1 隻換算で延べ 8年間)での水揚量は合計 46,285kg、水揚額は 44,345千円、操業

時間は 7,798時間となり、魚礁利用率(魚礁での水揚量が全体に占める比率)は 68.9%、魚礁依存度(同

じく水揚額の比率)は 64.8%を示し、きわめて高い利用状況が明らかとなった。ほとんどの魚礁が新た

に創出されたことを勘案すると、事業の有益性の大きさがうかがえる。CPUE(kg/隻・時間)も算出して

いるが、その結果は魚礁 7.0 に対し天然域 4.5 と、優良な天然礁と比較してもまったく遜色なかった。 

韓国 

3隻×5ヶ月 

5隻×4ヶ月 

長 崎 県 

5隻×5ヶ月 

 

3隻×12ヶ月 

図 5. システム稼働の主要地区(H21-24 年度)                                              
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 次に、前記の壱岐地区の事例から、解析データの一部を紹介する。標本船・操業区域別の水揚量の

分布を図 6に示した。対象地区の沖合魚礁では一本釣によりメダイ、マダイ、ヒラマサなどが漁獲さ

れており、特に近年においては単価が高値安定しているメダイに対する要求性が高い。標本船 3 隻の

データ解析により特定された操業区域は計 50 区域であった。それぞれの操業エリアをみると、標本船

B が最も北部水域、標本船 A がその南部水域を、標本船 Cはその中間域およびかなり離れた南部の水域

を主力漁場としている。こうした棲み分けあるいは縄張り性は船舶性能、操業形態、漁場競合などと

深く関係している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6. 標本船・操業区域別の水揚量の分布(壱岐地区、3隻×5ヶ月) 

 (2)ミクロ分析の成果例(個別の詳細状況) 

 本システムでは、生々しい航跡ラインが時系列的(任意設定可)に航跡図として展開できるため、魚

礁の詳細な利用実態が読み取れる。操業範囲(特に魚礁分布と操業ポイントの位置関係)、操業形態、

漁場形成の時系列的変化、魚道位置、複数魚礁の一体的利用実態、漁場生産性(含貨幣換算)、魚礁原

単位、魚礁種類・構造と魚種の相関性などに対し、様々な解析の試みが可能である。紙面の制約もあ

るので、ここでは GIS 上に展開した航跡ラインから読み取れることについて、そのごく一部をサンプ

ル紹介する。 

 一本釣では、漁場に到着したら投錨し、直上あるいは潮上でピンポイントに操業するので、航跡ラ

インがきわめて狭い範囲に集中する。これが毎回繰り返されると、毛糸の玉の様な形状をなすため、

筆者は「航跡玉」と命名している(図 7)。この航跡玉が真円の場合は、魚礁の掛り釣りであり、円の中

心には魚礁構造物が存在する。毛玉が濃密なほど漁業者の利用頻度が高く、魚礁の優秀さ、漁業者の

評価が判る。この航跡玉と操業ポイントを重ね合わせることで詳細な操業状況が理解できる(図 8)。も

し航跡玉が楕円形で傾きがあれば長軸方向が流軸と理解される(図 9)。人工礁漁場の様に一定区域内に

魚礁群が分散した配置の場合、どの群の利用頻度が高いのか低いのか、魚礁種類や海域環境と照合す

れば、貴重な効果検証データとなる。また、航跡玉には至らないが、図 10の様に全体的に楕円形をな

し、中央部分付近のライン密度が低いケースもみられる。サイドスキャンソナー探査画像および測深

機データと重ね合わせてみると、魚礁直上よりもむしろ魚礁縁辺部付近で操業し、またその操業範囲

(魚礁影響範囲)は 100-200m と推察される(図 11)。魚礁利用漁業者の操業技術の高さがうかがえる。 

標本船 A 

標本船 C 

標本船 B 
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標本船 D 

標本船 E 

標本船 B 

図 7.「航跡玉」の形成状況 

標本船 D 

図 8.標本船 5隻の全航跡と操業ポイント 

(一本釣;撒き落とし、5隻×4ヶ月間) 

流軸 

4m角

 

200m 

図 11.大型魚礁での操業航跡;影響範囲 

      (同前) 

流

 

図 9.人工礁区域での操業航跡(メダイ樽流し、5隻×4ヶ月間) 

100m 

図 10.大型魚礁での操業航跡 

(マアジ一本釣、3隻×1年間) 
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5.まとめ、提言 

 魚礁効果診断システムは、人工魚礁の利用実態を効率的かつ定量的に推計できる実用システムであ

る。従来方式の操業日誌や聞取りなどでは限界があった各種実態を、マクロ的かつミクロ的視点から

解析することができる。漁業者に煩雑な手間をかけることなく、時系列的に魚礁の実態を俯瞰するの

に最適のシステムである。本編ではごく一部のデータしか紹介できなかったが、長崎県下での稼働実

績からは、魚礁利用率は水揚量で全体の約 7割、水揚額で同じく約 6-7割を占めている実態が明らか

となった。高い操業技術を有する漁業者対象のデータではあるものの、魚礁の有益性を物語っている。 

 こうしたことを踏まえ、最後に 2 つのことを提言する。 

 [提言 1] 魚礁論の探究では利用実態データを入口に ! 

 魚礁論を科学的に探究する際は、潮流、水温、水 

質、水深、地形、生物環境といった環境要因の把握 

を入り口にするのではなく、まず例示した様な利用 

実態を入り口として、その後、何故、利用率が高い 

のか、低いのか、その要因を多角的に解析する方が 

理にかなっていると考えられる。これは魚礁論と魚 

礁事業が、相互補完的に強く連動していることによ 

るものである。参考のために、成果を事業計画にフ 

ィードバックする道筋を図 12 に示した。 

 [提言 2] 「魚礁という場」の成立要因をトータル的に考える ! 

 物理・化学・生物・社会経済学的要因を含んだ「魚礁という場」の成立要因をトータル的に考える

姿勢が、今後の事業進展・理論再構築には不可欠である。それには専門領域の結集というよりむしろ、

出発時点において既存の専門領域にとらわれない領域横断的な幅広い視点が求められているのではな

いだろうか。人工魚礁の社会要求性、事業ポテン 

シャルは高く、総合科学としての魚礁論が再構築 

され、今後益々の進展に繋がることを期待する。 

 

(文献) 

桑本淳二(2010):魚礁効果診断システムの概要と有効性について(その 1-3).水産土木建設技術センタ

ー会報,No.91、6-10,No.92,11-15,No.93,7-16. 

桑本淳二(2012):魚礁効果診断システムを活用した効果把握事例について.第 11回全国漁港漁場整備技

術研究発表会講演集,13-20. 

桑本淳二(2013):長崎県樺島地区のアジ一本釣り漁業における魚礁利用実態(その 1-2).水産土木建設

技術センター会報,No.102、7-12,No.103,7-17. 

(関連サイト) 

一般社団法人水産土木建設技術センター長崎支所

(http://www.gosea.or.jp/gyoshoukoukasindan/gyoshoukoukasindan.html) 

(株)環境シミュレーション研究所  

(http://www.esl.co.jp/11GD/GD01.htm) 

図 12. 成果を事業にフィードバックする道筋 

(今後の課題) 
・魚礁設置水深における環境モニタリング(着手) 
・複数年にわたる長期稼働(H25 より継続実施中) 
・特定地区での全数調査 
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魚礁効果評価における音響調査の役割 

       ～その有用性と限界～ 
 

濱野 明（水産大学校） 
 
１． はじめに 
近年、国際的な魚礁設置事業に関する関心の高まりとともに、従来、魚群の蝟集効果や増殖

効果が主流であった人工魚礁に対する考え方にも、魚礁のもつ産卵場、幼稚魚保育場、過剰漁

獲の防止などの資源保護的機能も重視され、多様な価値観とともに定量的な評価が求められる

ようになってきた。一方、魚礁が設置される対象域が沿岸域から沖合域へと進展するなかで、

魚礁規模の大型化、大水深化が図られ、従来行われてきた釣獲や視認調査ではその設置効果を

定量的に評価することが困難となってきている。さらに、魚礁周辺に分布する海洋生物は環境

の影響を受けて 3 次元的にしかも短時間に移動するため、迅速かつ広域にわたってモニターし

なければ、その分布状況を明らかにすることはできない。これら魚礁に蝟集する海洋生物を計

測し、魚礁設置効果を定量的に評価する方法として、ソナーや計量魚探機を用いた音響資源調

査法が注目されている。1）この方法の利点としては広域に調査できること、3 次元的に魚群規

模を推定できること、2) また機器の較正を行えば、地域、データ取得時期に関係なく等質なデ

ータとして取り扱えるため、同一基準で調査結果を比較できることなどがある。一方、この音

響調査法における欠点としては、魚種が判別できないこと、魚礁内部に分布する魚群は探知で

きないこと、さらにビーム幅による画像拡大効果によって魚礁に近接する魚群を探知できない

ことがあげられる。３）これらの問題は、通常の音響資源調査でも一般的に生ずる問題であるが、

特にビーム幅による画像拡大効果の影響は、魚礁に蝟集する魚群量の評価に大きな影響を及ぼ

すこととなる。 
そこで、本稿では音響調査の広域調査における有用性とともに、特にビーム幅に伴う画像の

拡大効果について言及し、魚礁効果評価における定量化のための音響調査の役割と課題につい

て述べる。 
 
2. 魚礁域における音響調査の役割と有用性 

2.1 計量魚探機を用いた音響調査 
魚群探知機とは、水中に超音波を発射し、対象物からはね返ってくる反射強度をもとに、生

物の分布や海底の起伏に関する水中の様々な情報を読みとる装置である(図 1)。計量魚探機の

原理も、基本的にはこの魚群探知機と同じであるが、計量魚探機の場合は単にエコーを表示す

るだけではなく、エコーの絶対レベルを扱うことにより、定量的な評価を行うことができる装

置である。 
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          図１ 魚礁に蝟集する魚群と魚探エコ－信号 

                
本項では、1983 年から 1990 年にかけて山口県長門海域に造成された約 4000 ha の広大な海

域に造成された大規模人工魚礁群を対象とした計量魚探機を用いた魚礁設置効果の調査事例

について紹介する。 
用いた資料は 1991 年-1997 年の間、サイドスキャニングソナ－による精密位置計測調査、

及び 1996 年から 1997 年にかけて行った音響資源調査で得られた調査結果である。サイドス

キャニングソナーとレーザー測距儀による精密位置計測によって、調査海域全体で、総数

11,539 個の魚礁の位置と形状を確認した。4) このうち今回解析対象とした海域には 2,172 個の

魚礁が設置されている(図 2)。これらすべての魚礁情報（位置、形状）と魚群分布の音響情報

を用いて、魚礁周辺に蝟集する魚群分布と人工魚礁との関係について調べた。図 3 は対象海域

におけるサイドスキャニングソナ－で得られた魚礁の精密設置位置と魚群分布を表わす面積

散乱強度Saとの関係を季節（3, 5, 8, 11 月）ごとに多層表示したものである。5）ここでは、魚

礁を含んだ海底地形図を図 3 の最下層に示し、魚礁精密分布図をその直上に表わした。また魚

群分布を表わす指標として、ここでは面積散乱強度（Sa）を用い、それらを魚礁精密分布図の

直上に示した。なお、Saの分布図には魚礁の位置と対比させるために魚礁区域の 200 m範囲を

示すバッファリング圏を点線で示した。これによって、魚礁設置位置から 200 m範囲のバッフ

ァリング圏内における魚群の蝟集状況の季節的変化を示すことができた。ここで、年間を通し

て魚礁位置 200 m範囲の蝟集状況を調べるため、植物プランクトンが広く分布していた 3 月を

除く各季節で得られたSaを抽出し平均化した。図 4 はこの結果を表したものである。この図か

ら、魚礁設置区域の 200ｍ範囲において、－50 dB/m2以上の魚群の分布がみられる割合は、200
ｍ圏内の面積が調査海域の約 23％に過ぎないにもかかわらず、約 75％と非常に高く、魚群の

魚礁への蝟集効果が高いことが示された。5) このように、魚礁位置情報と音響情報を組み合わ

せることにより魚礁への魚群の蝟集効果を迅速に評価することができた。 

魚群エコー 
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図 2 サイドスキャンソナーで調べた    図 3 季節毎の Sa 分布と魚礁位置との関係を示す 

魚礁設置位置                多層表示 
 

 
          図 4 200ｍ魚礁区域と平均 Sa 図との関係    
 
2.2  ソナー情報を用いた魚群の 3次元画像化と魚群分布 

前項までに述べてきた音響情報は垂直魚探機で得られた音響データを、GISや統計的方法を

用いて魚群分布及び魚群規模の推定を行ったものである。前述の通り、海洋生物は環境の影響

を受けて海中空間を三次元的にしかも短時間に移動するため、垂直魚探機だけでは、魚群分布

を正確に把握することはできない。特に、人工魚礁海域のような魚礁近傍に魚群が集中して分

布する海域では、水平ソナーのような機器を活用した海中空間の 3次元探査が重要となる。こ
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こで、魚礁に蝟集する魚群規模や形状を直接計測し、3次元画像化することができれば、魚礁

周辺に分布する魚群形状だけでなく、魚群規模の推定が可能となり、魚礁設置効果を評価する

上でも極めて有益な情報がもたらされる。そこで本項では、スキャニングソナー情報による魚

礁周辺における魚群の空間的表示と 3次元画像化について述べる。 

図 5は山口県阿武町沖の魚礁漁場においてスキャニングソナーから得られた魚群位置（船か

らの水平距離）、深度、魚群断面積などの魚群情報をもとにGISの３D機能を用いて、魚群断面

積の空間分布を三次元海底地形図上に表示したものである。6） この図から、二島グリと呼ばれ

る海底丘陵の丘陵頂上部付近、さらに高層魚礁や設置魚礁などに多くの浮魚魚群が分布してい

る様子を立体的に見ることができるとともに、魚群が海底から 20mの深度帯に多く分布してい

ることが分かった（図６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 ソナー情報から得られた魚群の 3次元空間表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

図 6 海底と魚群分布の水深帯との関係 
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図 7 魚礁に蝟集する魚群の 3次元画像と魚探画像 

 

また、魚礁周辺に蝟集する魚群規模を三次元画像化したのが図７である。これはスキャニン

グソナーで得られた断層画像を、三次元画像ソフト（Slicer）を用いて、針路方向（調査定線

方向）に重ね合わせる方法により立体画像化したものである。ここで得られるVoxcelはGPSか

ら求めた船の移動速度より実体積に変換した。すなわち、三次元画像の単位体積としての

Voxcelに、X軸（左右方向）、Y軸（針路方向）、Z軸（深度方向）における実距離を掛けること

により、実際のVoxcelの大きさが求められる。さらに、この体積にVoxcel数を掛けることによ

り魚群体積が得られる。このようにして求められた魚礁に蝟集する魚群の三次元画像と、同時

に計測した計量魚探機の映像を併記して示した（図 7）。この結果、魚礁に蝟集していた魚群の

魚群規模（高さ×長さ×幅：ｍ）及び、魚群体積（ｍ3）は、48×109×75ｍ、72.8×103 m3であ

った。 

このようにソナーを用いた音響計測法は、他の方法では明らかにできない海中空間における

魚群分布を 3次元的に表示し、さらに魚群規模を推定する有効な手法であると考えられた。 

 
3. 魚群探知機の使用と限界 
魚群探知機の情報の元となる音響ビームは球面波であることからビーム幅は一定であるも

のの、深さが増すに従いビームに入る体積が増加する。7) 従って、魚群や魚礁の画像は深度の

増加に伴い実際の規模、形状よりも拡大して表示される。魚礁域においては、これらの問題が、

魚礁（海底を含む）と魚群の分離、さらに魚礁に密着する魚群と魚礁との分離を困難にしてい

た。従来はこれらの問題を解決する方法として、ビームパターンから幾何学的に求めた魚礁形

状を魚探画像上に重畳し、魚礁領域を取り除く方法や、最近では 2 値化画像処理法8）により数

理的に閾値を設定して魚礁エコー信号のみを取り除く方法が用いられてきた。しかし、前者の

方法では船と魚礁との相対的な位置関係に伴う魚探機の画像パターンの違いを逐一再現する

ことが難しく、またサイドローブやビームのエッジで捉えられた魚礁エコーの影響を取り除く

ことは困難であった。一方、後者の方法では、魚礁の輪郭を明らかにすることはできても、魚

礁からの反応を魚群と誤認識したり、また魚礁側面に密着分布する魚群をマスキングすること

45



 

 
Distance (m) 

 

 

Distance (m) 

により、結果的に蝟集魚群量を正しく評価できないことがあった。そこで本項では船の進行に

伴う船と魚礁との相対関係を通して、ビーム幅が及ぼす影響について、シミュレーション法9)を

用いて検討した事例を紹介する。 

 対象とした魚礁は前述の山口県阿武郡奈古沖に設置された高さ 30m の高層魚礁である。この

魚礁を対象に GPS からの情報（船速、コース、緯度・経度）、ビーム幅、針路や船速あるいは

ピングの発射回数を変化させて、魚礁形状の変化をシミュレーション法を用いて調べた。この

方法では船と魚礁との相対関係の変化とビーム幅の変化を同時にコンピュータ上で調べるこ

とができる。この計算におけるコンピュータ上での魚礁形状は高層魚礁を 1m格子の 3次元座

標化して用いた（図 8）。 

 

  

 

 

  
    

 

 

 

 

 

 

図8 3次元座標化した高層魚礁     図9 船と魚礁との相対関係に基づいてシミュレーショ

ンした結果（船速 2ノット,ビーム角

6°,1ping/sec） 

 

この結果、今回使用した GPS の航跡（船の位置情報）とシミュレーションにて得られた魚礁

エコーを図９に示す。この図に示すように船が魚礁に接近するに伴い、高層魚礁の魚礁エコー

が徐々に形成されていく様子がわかる。また、実際に使用した５周波数（38, 50, 82, 107, 200 
kHz）の計量魚探機で得られた魚礁画像とシミュレーションで得られた魚礁形状の輪郭をビー

ム幅を 3 度から 33 度まで変化させて比較した（図 10a）。この結果、今回使用した全ての周波

数において一般に利用されている半減角(−3dB）の角度より広い領域が魚礁構造物の影響を受

けていることが明らかにされた。例えば、200kHz の-3dB 半減角は 3 度であるが、実際の魚礁

画像は半減角以上のビーム幅の 33度であり、これは第2サイドローブの角度と一致しており、

魚礁の両側に薄く反応している画像は魚礁がサイドローブの影響を受けていることが示され

た。このように、実際の魚探機画像は、そのほとんどが半減角以上のビーム幅による音響信号

で画像化されていることが分かった（図 10ｂ）。 
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（a） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 
 
 
 
 
 
 
 

38kHz：14.4°    50kHz：6.65°       82kHz：4.5°  107kHz：4.7  200kHz：3°   
    24°     20°         10°         16°      33° 
              
      図 10 実際の魚探画像とシミュレーション結果との比較 

（周波数と－3dB の半減角及びシミュレーション結果による魚礁が影響を及ぼすビーム角を示す） 

 
４．まとめ 
人工魚礁設置の効果を調べるためには、人工魚礁を設置した海域における魚群の空間的分布

とそれらに影響を及ぼしている要因を明らかにすることが重要である。多様で複雑なデ－タを

数理的な方法で解析する場合は、デ－タがデジタル化されていることが望ましい。水中音響技

術を利用した音響情報とそれに関連すると考えられる海底地形や海洋環境情報などのデータ

はデータベース化が容易なことから、複数年にわたって地域に関係なく同等のデータとして取

  

33 度 

 

②シミュレーション結果を魚探

画像に重畳する 

① ビーム角を変化させてシミュレーョンを行う 

③偽像を含んだ魚礁エコーの

影響を推定する 
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り扱うことができる。従って、位置情報とともに海中空間を可視化し、海底地形や海洋環境と

の関係の相関解析を行うことも可能となる。音響情報にはこのような利点がある一方で、魚礁

に密着している魚群と魚礁との分離識別の難しさなど、解決しなければならない問題も残され

ている。しかし、ここで魚礁効果の評価法を考える上で重要な点は、魚群や海洋生物の蝟集状

況を時期、海域を問わず同一基準で評価する手法の確立が望まれるところである。主観や経験

的判断に頼らない定量的なデータを取得できる音響計測法に対する期待は益々増してくるも

のと思われる。従って、魚礁効果評価法の進展を図るためにも、音響調査の有用性と限界を明

らかにすることがより一層重要な課題であると考えられる。 
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漁獲試験を利用した魚礁効果の評価 

 山内繁樹（株式会社 エコニクス） 

 

１．はじめに 

 北海道の魚礁効果調査は１９５５年（昭和３０年）の魚礁設置個所調査に始まる．調査は大型魚

礁設置事業効果認定調査等名称を変えながら目的を一にして継続され１９６１年（昭和３６年）を

除いて１９８８年（昭和６３年）まで実施され，その結果は各調査報告書として刊行されている．

調査目的は「魚礁周辺の操業が有利であることを数字的に証明できるよう努力中」ある旨の記述に

集約される（横山 1959）．横山は各年度の調査にかかわり継続的に漁獲調査を担当している．また，

１９８０年から１９８３年にかけ北海道水産部では横山が過去に実施した魚礁調査を集約解析し，

この結果に基づき以降の解析を想定した調査計画により１９８８年まで実施された．この時点での

解析結果は昭和５８年度魚礁効果解析調査報告書（北海道 1984）とされ，その一部は「北海道に

おける魚礁効果の検討事例について」として報告されている（山内 1983）．本報告は魚礁効果調査

の漁獲試験としての手法が安定した１９６２年から１９８８年までの横山が担当した資料（魚礁性

を除く）を用いて，２００５年以降に山内らが解析を試みた結果の概要である． 

 

２．魚礁効果とは何か 

 魚礁調査が過去一貫して「数字的に（効果を）証明」できるよう意図されてきたものの何を効果

として定量化（数字）するのかについては明確にされていない．本報告では魚礁設置事業の目的に

沿って次の項目についての定量化を目指している． 

（１）事業規模による魚礁への蝟集量 

この定量化に必要な 

 ①魚礁による蝟集（増加）の範囲 

 ②魚礁による蝟集範囲の蝟集量 

この項目には魚礁規模の変化による蝟集範囲の変化および蝟集密度の変化が含まれる． 

 ③魚礁による蝟集可能資源量（影響範囲への来遊資源量） 

 ④魚礁による蝟集可能資源範囲（影響範囲） 

（２）魚礁の要素・形状による蝟集変化 

（３）魚礁に水産動物が蝟集する要因（と生物量） 

（４）魚礁性の定義と定量化 

 

３．現在までの解析評価 

 本報告の解析資料は魚礁性強度を除き横山が実施した漁獲試験の結果を使用している．これは，

横山の調査は１対象の調査期間が比較的長く統計解析を行う上で安定した資料が得られたためであ

る．また，漁獲試験は漁具の設定条件が時間，規模により，結果は尾数（重量）など数値として得

られ定量解析に適している． 

 

49



i = mi = m-1i = 2i = 1 ・・・・・・

100m(4反)

2,000m （80反， 20m/反）

対数正規型分布
カレイ類・マダラ・タコ・カジカ類（除くトウベツカジカ）

逆ロジスティック型分布
根付魚・ヒラメ・ホシザメ

m
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の
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集
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向
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数
Ad

３．１ 蝟集量 

３．１．１ 魚礁による蝟集範囲 

 魚礁からの蝟集魚の分布範囲を定量化し，平坦地より増加する点を定義して効果範囲を解析した． 

（１）魚礁からの分布 

 ア．資料：距離別漁獲試験（横山 1983-1988） 

 資料 

  漁獲試験地：北海道島牧村 

  対象魚礁 ：2,512 空 m3，1975 年設置，水深 35m，1m 型円筒形ブロック 

  漁具   ：刺網，80 反（25m/反） 

  資料形態 ：100m ごとの漁獲尾数 

 

イ．解析のポイントと手法 

 魚礁からの距離による漁獲変化から 

来遊資源の変動による変化を除去す 

るため刺網漁獲量の 100m ごとの区間 i 

の漁獲量の全区間 m の百分比を距離の 

蝟集指向指数 Ad としてその距離分布を示した． 

            
 ウ．結果 

 蝟集魚の分布はカレイ類，マダラ，タコ，カジカ類などの対数正規型分布 

0

2

}
2

))(log(exp{
2

)( Ad
c

bL
cL

aLfAd L +
−

−==
π

 

と根付魚，ヒラメ，ホシザメなどの逆ロジスティック型分布の２タイプに分かれる． 

 

0)]}/)exp([exp(1{)( AdcLbaLfAd R +−−−==  

 

なお，カジカ類のうちトウベツカジカは 

逆ロジスティック型分布を示す．また，図３，４，５の魚種はクロガシラガレイ，根付魚，マガレ

イである． 

 

（２）蝟集（増加）範囲 

 効果範囲は次のように定義した．魚礁か

ら遠方にも蝟集魚は分布し，魚礁の効果範

囲内で魚礁に近づくとともに増加するもの

と考える．（２式），（３式の）収束値Ad0

は魚礁遠方の分布に該当する．魚礁の効果

によりAd0を超えて増加した最大値Admax 
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図１ 距離別漁獲試験の概念図   

・・・・（１式） 

図２ 蝟集魚の分布タイプ 

・・・・（２式） 

・・・・（３式） 
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の 5％が増加した点から魚礁側を効果範囲と

定義した（４式）． 

00max )(05.0 AdAdAdAdS +−=   

根付魚，カレイ類の効果範囲を図４，図５に

示す． 

 

  

 

３．１．２ 魚礁による効果範囲の蝟集量 

（１）平坦区漁獲量からの魚礁での刺網漁

獲量の推定 

 平坦区の区間[α，β]の漁獲量をF[α,β]とす

ると分布面積から魚礁効果範囲内の区間

[0,E]の漁獲量F[0,E]は次式で求められる． 

 
（２）刺網（漁獲量）が対象とした蝟集量とその範囲 

 ア．刺網が対象とした蝟集量 

 F[0,E] が対象とした蝟集量をH[0,E] とすると，H[0,E] は資源と漁獲努力，漁獲量の関係から次の漁獲

式で求めることができる． 

  
表１に１９６７年に横山が実施した３連続漁獲試験 

の結果により算出した漁獲率を示した（山内ら 2012 

未発表）．５式のH[0,E]は常に漁具の有効幅（図７）

の資源量を示すため常にZ=1 である． 

 

イ．刺網が対象とした蝟集量の範囲 

 漁具が対象とする蝟集の範囲は漁具の漁獲有効 
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図３ 効果範囲の定義の概念 
（分布はクロガシラガレイ） 
 

図４ 根付魚の分布と効果範囲 

図５ カレイ類の分布と効果範囲 

E

Ad0

・・・・（5 式） 
図６ 魚礁効果範囲と平坦区の漁獲分布 

・・・・（５式） (1-exp(p･Z)：漁獲率， Z = 1 

 

魚種 魚礁区分
漁獲当初
蝟集量H

当初理論
CPUE

(C 1/f 1)

当初理論

漁獲量C 1

回帰直線
係数q

(漁獲効率)

当初

漁獲率E 1

漁具の単
位時間漁

獲率Eu
根付魚
（参考）

37年礁 101.5 2.55 50.9 0.0251 0.50

47年礁 71.9 1.18 23.7 0.0165 0.33

37年礁 17.6 0.60 12.0 0.0341 0.68

47年礁 32.5 0.85 17.0 0.0261 0.52
　　　　　　注）漁獲努力量  f =20 である。

0.42

1.9 38.0 0.0118 0.24 0.24

一般魚 0.60

3件平均 160.8

カレイ類

表１ 漁獲率の推定 
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範囲 B（片面）に相当する．この範囲を距離別漁獲試験（横

山 1983-1988）から次により推定した． 

 ○推定のポイント 

 刺網はその延長側にも漁獲有効範囲を持つ．従って，漁具

末端付近は側面と延長側の魚類分布が重なり漁獲が増加する

（図８）．末端の増加部分の距離が漁具の有効範囲とし，B＝

200ｍと推定した（図９）．  

 

（３）魚礁の効果範囲の蝟集量 HR 

 魚礁の効果範囲は魚礁を中心とする円である 

     

と仮定すると，（２式）（３式）による蝟集の 

体積Vfrは次式で算定できる． 

 

また，魚礁から効果範囲の距離LEに向けた漁獲有効範囲Bの刺網の蝟集体積Vgは次式により算定で

きる． 

        

既に（５式）で得られたH[0,E]と（６式）（７式）より魚礁の蝟集量HRは次式により推定できる． 

 

 

苫小牧での漁獲試験の結果により試算した結果を表２にしめす（山内ら 2012 未発表）． 

 

３．１．３ 魚礁による蝟集可能資源量（来遊資源量） 

(１) 魚礁蝟集モデル 

 来遊資源量N0が魚礁による蝟集可能な影響範囲面積SRに入り魚礁に蝟集する．このときの通過資

源量をNPとすると，蝟集量Hは次式となる．   H = N0 - NP    ・・・・（９式） 
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図７ 魚礁の効果範囲と 
魚礁からの刺網及び有効 
範囲の概念  
 

図８ 刺網の有効範囲重複の概念  

 図９ 刺網末端部の漁獲増加アイナメ）  
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g
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R V

V
FH ×= ]E,0[ ・・・・（８式） 

表２ 平坦地単位漁獲からの魚礁蝟集量の推定（2,512 Vm3）  
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通過資源量NPは魚礁機bVの拡大とともに減少

する．減少率をACVとすると逐次減少によるNP

の逐次減少量は， d NP / d bV = - ACV × NP 

これを解いて 

 

 

初期値CをbV = 0 の時には平坦地並みの蝟集量

N0・ACSがあるものとして当初の通過量を 

N0 - N0･ACSとして対数で初期値C = log(N0 - N0･ACS)を与えて解（１０式）に代入すると， 

log NP = -ACV×bV +log (N0 - N0･ACS)，logを外して，              ， 

これを（９式）に代入して次式により，資源，蝟集量，魚礁規模の関係が得られる． 

 

 

がえられる．また，bV = 0 のとき効果範囲LE = 0 と考えると（１１式）は次式で得られる． 

 

 

ACV，ACSは係数であるが，規模と密度，規模と効果範囲の資料により推定中である． 

 

（２）蝟集可能資源量の範囲 

平坦区漁獲量 F[α，β] の対象資源量 H[α，β]，対象資源の範囲面積 S[α，β] = 2B × L [α，β] として，資源

が均等に分布するものとすると 

 

                     から影響範囲の面積             が得られる． 

 

３．２ 魚礁の要素・形状による蝟集変化 

ア．資料：形状別単位魚礁の比較漁獲試験（横山 1984 -1987） 

 ○漁獲試験海域 

  北海道古平町地先海域 流向：西～東 

○時期：1984～1987 年  18 回 

 ○東・西ピラミッド礁，円筒型礁， 

  南・北混合礁（円筒形 1000 個，かまぼこ型 16 基） 

  エースロック礁  計 4 種類 6 単位魚礁 1 対照区 

  

 対照区 1：1984～1985 年 

 対照区 2：1986～1987 年 

イ．解析とポイント 

 解析法は主成分分析を用いた．単位魚礁での漁獲量は魚種，時期による来遊量によって異なるた

め単位魚礁の要素・形状のみの変化とする必要がある．このため，魚種ごと，漁獲回ごとに７漁獲

試験地点（6 単位礁と 1 対照区）の平均に対する各試験地点の漁獲比を形状指向指数ASとして設定

図１０ 魚礁による資源蝟集のモデル図 

CbVACN VP +×−=log ・・・・（１０式） 
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bVACVeNNH ×−−= ･00
・・・・（１２式） 
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図１１ 形状別単位魚礁の配置 
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二枚貝 ・ 多毛類 多毛類 ・ 二枚貝多毛類など

付着

動物

カニ類 ・ エビ類 ・ ヤドカリなど カニ類 ・ エビ類 ・ ヤドカリなど

二枚貝 ・ 多毛類 の
稚仔プランクトン

二枚貝 ・ 多毛類 の
稚仔プランクトン

多毛類の

稚仔プランクトン

マリンスノーの降下

逆流によるマリンスノー
の巻き込み

堆積したマリンスノーの
分解による微細藻類増加

流れの減速によるマ
リンンスノー滞留

した． 

       ，    ： j 回目の各漁獲地点の平均漁獲，k ：任意の漁獲個所 

 

ウ．結果 

 ①第１主成分：高さと低さの要素，②第２主成分：遮蔽・空隙の要素，③流れの上・下流 

④被食捕食の棲分と推定される４主成分が抽出された．主成分得点からは高い魚礁にはマダラなど

移動水深幅の大きな魚種が集まり，ヒラメなど空隙の大きい魚礁には上方からの餌を採餌すると思

われる魚種が集まると推定された．また，流れの成分では上流側に流下する餌を採餌していると思

われるエゾメバルが集まり，同一タイプの魚礁にはトクビレ，マダラなど捕食・被食関係にあると

思われる魚種が分かれて集まっていることが示唆された． 

 
 

 

３．３ 魚礁に水産物が蝟集する餌料要因 

ア．資料 

○ 漁獲試験（横山資料）      ○胃内容物 

 ・1962～1983 年  162 回      ・検体：13，083 尾（抽出） 

 ・場所：伊達町（市），余市町     ・うち空胃：10，193 尾 

  檜山，古平町，上ノ国町，      ・胃内容物：2966 件 

  島牧村， 

  

 イ．結果及び考察 

 胃内容物から確認された人工

魚礁での餌料生物の個体数は

（表３）， 

・付着･葉上：133 個体， 

・浮遊･遊泳動物：808 個体 

（イカナゴ 383，魚類・イカ 279 

 他） 

・底生生物：1,354 個体 
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図１２．１ 結果の事例：主成分ベクトル 
第１（X 軸）第２（Y 軸）主成分 

図１２．２  結果の事例：主成分得点 
第１（X 軸）第２（Y 軸）主成分 

図１３ 胃内容物と魚種漁獲分布から 
示唆される魚礁周辺の餌の分布構造 
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・不明：86 個体 

で，従来魚礁での餌料と考えられ

ていた付着・葉上動物の位置は低

い． 

胃内容物から推定される魚礁周

辺の餌とその構造は，胃内容物で

示されたものの他底生生物の餌と

なるデトリタス，春先から初夏に

かけて発生する底生生物の幼生プ

ランクトンが推定され孵化直後の

魚類の餌環境としての優位さが示

唆される．デトリタスは魚礁周辺

での食物連鎖の基盤と考えられる

が日本海においても水深２０ｍ程

度から多数のマリンスノーが認め

られる旨の報告（井上ら 1966）

があり，この供給源は海面で生産

された植物プランクトンと考えら

れる（図１３）． 

 

３．４ 魚礁性の定義と大きさ 

 ア．資料 

 ○平坦区との比較漁獲試験（横山他資料） 

 ・時期：1962～1973 年 8 地区 181 回  

 ・場所：伊達町（市），余市町，苫小牧市 

     檜山（支庁），古平町，上の国町 

     島牧村 

      

R1
Fat greenling
アイナメ

R2
Soi rockfish kinnd
ソイ類

R3
White-edged rocfish
エゾメバル

H1
Pacific cod
マダラ

H2
Arabesque greenling
ホッケ

H3
Princkleback
フサギンポ

H4
Spinyn dogfish
アブラズノザメ

H5
Walleye pollock
スケトウダラ

H6
Long shanny
ナガズカ

H7
Gurnard
カナガシラ

C1
Great sculpinト
トゲカジカ

C2
Plain sculpin
オクカジカ

C3
Sculpin
カジカ類

C4
Sea raven
ケムシカジカ

Z1
Octopus
タコ

Z2
Spiny king crab
ハナサキガニ

Z3
Hair crab
ケガニ

Z4
Other crabs
その他のカニ

Symbol Fish species

F1
Barfin flounder
マツカワ

F2
Pacific halibut
オヒョウ

F3
Pointhead flounder
ソウハチ

F4
Bastard halibut
ヒラメ

F5
Brown sole
マガレイ

F6
Korean flounder
ヒレグロ

F7
Dusky sole
アサバガレイ

F8
Flat fish spp.
その他カレイ類

F9
Sand flounder
スナガレイ

F10
Flathead flounder
アカガレイ

F11
Cresthead flounder
ｸﾛｶﾞｼﾗｶﾞﾚｲ

Symbol Fish species

区分 内容物　　　　魚種 ヒラメ
エゾア
イナメ

ソイ類
キツネ
メバル

エゾメ
バル

ホッケ
マガレ

イ

クロガ
シラガ
レイ

ソウハ
チ

合計

人工礁 付着生物 0 43 2 0 0 0 24 17 2 88

ワレカラ 0 23 0 0 0 2 16 0 4 45

魚卵 0 67 0 0 2 2 0 0 1 72

魚類・イカ 5 172 20 9 5 19 25 0 24 279

ウミセミ 0 2 0 0 0 0 6 0 0 8

イカナゴ 67 117 13 4 5 110 52 18 2 388

アミ類・プランクトン 0 24 1 2 3 31 6 1 1 69

カレイ類 1 14 1 0 0 0 0 0 0 16

ﾀﾞﾝｺﾞｲｶ 0 1 0 1 0 1 3 0 0 6

タコ 1 17 2 0 0 3 5 2 1 31

エビ類 1 53 4 3 3 12 2 2 0 80

カニ類･ヤドカリ 0 241 26 11 0 8 17 4 2 309

シオムシ 0 4 1 0 0 0 10 0 1 16

エビジャコ 0 13 3 1 0 1 6 2 6 32

多毛類 0 16 1 0 0 0 77 24 2 120

エラコ類 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3

イソメ類 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

ホシムシ 0 7 0 0 0 0 6 1 0 14

巻き貝 0 4 2 0 0 2 8 1 0 17

ユムシ 0 57 2 0 0 1 3 21 0 84

ヒトデ 0 0 5 0 0 0 27 0 11 43

二枚貝 0 5 0 0 0 0 589 6 9 609

ベントス 0 1 0 0 0 4 11 8 0 24

不明 0 7 0 0 3 12 59 2 3 86

胃内容物件数計 75 892 83 31 21 208 952 109 69 2,440

空胃尾数 116 143 454 221 2,167 129 2,461 148 2,303 8,142

標本尾数 183 978 529 251 2,186 327 3,475 250 2,369 10,548

充胃率 0.37 0.85 0.14 0.12 0.01 0.61 0.29 0.41 0.03 0.23

天然礁 胃内容物件数計 0 57 3 4 0 140 17 0 0 221

空胃尾数 0 12 10 36 304 134 74 0 124 694

標本尾数 0 63 13 40 304 266 90 0 124 900

充胃率 - 0.81 0.23 0.10 0.00 0.50 0.18 - 0.00 0.23

平坦区 胃内容物件数計 3 128 0 0 0 0 172 0 2 305

空胃尾数 14 27 0 0 14 0 689 0 613 1,357

標本尾数 17 130 0 0 14 0 859 0 615 1,635

充胃率 0.18 0.79 - - 0.00 - 0.20 - 0.0033 0.17

表３ 胃内容物一覧 
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図１４．１ 魚礁性強度 
     （ヒラメ・カレイ類以外） 

図１４．２ 魚礁性強度 
     （ヒラメ・カレイ類） 
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 イ．解析とポイント 

 平坦区との漁獲量比較により蝟集の強度を表現した．強度の比較対

象は量と頻度とした．量の強度は平坦区と魚礁の漁獲量を比較するが

平坦区漁獲量が 0 の場合を想定して魚礁依存度 Dr を以下に定義した． 

 

 

 

 

その上で，ベクトル平面上に点 Ar (Dr，Qr) を取り，原点 0 から点 Ar までの距離を魚礁強度 ar 
と定義し，        で示した．従って，魚礁に大のときは正，小では負で表現される． 

 

ウ．結果 

 結果を図１４．１，２に示す．魚食性の魚種は魚礁性強度が大きい．クロガシラガレイについて

は魚礁性強度では負を示しながら，図３では魚礁周辺分布することが示されている．これは魚礁性

が餌料等に対して絶底的なものではなく種間関係等も含むことを示唆すると思われる． 
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また，漁獲量が魚礁で多くなる頻度を魚礁依存頻度 Qr として 

以下に定義した． 
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沿岸浅海域における海底堆積物と食物網の評価手法 

梶原 瑠美子（水産総合研究センター 水工研） 

門谷 茂（北海道大学大学院 水産科学院） 

 
 
1．はじめに 
海域の堆積物には、海洋の特性がさまざまな形で保存されている。海底に存在する堆積

物中の化学的および鉱物学的組成について主成分、微量成分、安定および放射性同位体組

成などを調べることで堆積物の源泉や堆積機構および堆積速度を知ることができる。また、

堆積物の柱状試料については過去の地球上に起こった種々の現象がその中に記録されてい

ると考えられる（井上ら 1972）。さらに、海水中の変化は、海水中に生息する生物だけでな

く、底生生物にも強く影響を及ぼすことが明らかとなっており、浮遊生態系に比べて移動

性の低い底生生態系は、生息環境の評価指標となりうる （Pearson and Rosenberg 1978, 
Sand-Jensen and Borum 1991）。そのため、堆積物や底生生物を調べることで、海洋の特

性を把握することが可能であると考えられる。 
本発表では、過去の魚類資源量推定に用いる研究が進められている堆積物中のリン、堆

積物や食物網の有機物起源の推定に有効な手段とされている炭素および窒素安定同位体比

について、それぞれの評価方法に関する概要と研究事例（表 2009, 梶原 2010）について紹

介する。 
 
2．評価方法の概要 
2－1．堆積物中のリン 
 高次栄養段階にある魚類の骨や鱗といった硬組織は、植物プランクトンや他の生物と比

較して分解されにくく残存性が高いとされている。そのため、過去に魚類の硬組織が何ら

かの理由により堆積した場合、その痕跡が堆積物中に残ると考えられる。特に、魚類生産

性の高い湧昇域では、堆積物への有機物負荷が非常に高いため、堆積物表層が還元的環境

下にある。そのような海域では、底生生物による影響を受けにくく、堆積物中に魚類の鱗

が多く存在していると報告されている（Baumgartner et al. 1992, Finney et al. 2002）。ま

た、カリフォルニア沿岸の還元環境海域下での堆積物中に保存されたイワシの鱗を計量す

ることで過去のイワシの資源量を定量した例がある（Baumgartner et al. 1992）。日本にお

いても、底層に貧酸素水塊が形成される大分県別府湾での還元環境下の海底堆積物からマ

イワシやカタクチイワシの鱗が発見され、過去 1500 年間での魚鱗堆積記録が復元されてい

る（加ら 2008）。しかし、遠洋性海域では、魚類由来の硬組織は堆積物中にほとんど存在
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しない（Froelich et al. 1982）。また、日本沿岸においても別府湾を除き、還元環境下にあ

る海域はほとんど存在しないため、堆積した鱗などの硬組織が分解されずに保存されてい

るとは考えにくい。そのため、日本沿岸において鱗を計量する方法を用いて過去の魚類資

源量を推定することは非常に難しいと考えられる。 
 一方で、硬組織にはリンが含まれており、堆積物中でリン灰石（カルシウムアパタイト）

などの安定した形態で存在する。そのため、鱗が分解された後に、その痕跡として残ると

考えられるリンを測定することで、過去の魚類資源量を推定する方法を確立することを目

的とした研究が進められている。 
 
2－2．炭素・窒素安定同位体比 
安定同位体は、質量数は異なるが、化学的性質がほぼ等しく、放射壊変を起こさず安定して元

素中に存在する。炭素や窒素などの生化学的に重要な働きをする親生物元素にも含まれている

が、重い同位体の存在割合は多くが 1%以下である。しかしこの割合が、生物圏においてわずかに

変動していることが明らかになり、1980 年代から生物地球化学の分野でも、生物が関与する物質

循環の把握に役立てられている（南川・吉岡 2006）。植物は、光合成経路の違いや光合成による

炭素同化時の炭素源供給源の違いや制限などの原因により、異なる炭素安定同位体比を持つ 

（O’Leary 1981, Farquhar et al. 1989）。また海洋中では、植物プランクトンや底生微細藻類、大型

草藻類において異なる値を持つことも報告されている（Deines 1980, France 1995）。そのため、炭

素安定同位体比の違いを利用して食物連鎖の解析や古環境学の研究が進められてきた。また、

基礎生産者の窒素安定同位体比は、窒素供給源の違いや制限などにより変化するため、沿岸域

では特に人的影響を評価する指標となりうることが報告されている（McClelland et al. 1997, 

McClelland and Valiela 1998, Udy and Dennison 1997, Fourqurean 1997）。 

有機物が分解する際の同位体分別は一般に小さく、実験的に水生植物や大型藻類、植物プラ

ンクトン等を分解したときにみられる炭素安定同位体比の変化は 1‰前後であることが報告されて

いる（Haines 1977, Fenton and Ritz 1988）。そのため、基礎生産者のδ13C値の違いを利用して、海

底堆積物への陸上有機物や数種の基礎生産者の寄与を推定することが可能であると考えられて

いる（Peter et al. 1978, Sweeney and Kaplan 1980, Wada et al. 1987）。また、植物の光合成により生

産された有機物は、食物連鎖に沿って、生態系中を高次栄養段階の生物へ移動する。この時、被

食者と捕食者の間での同位体比の差は、炭素安定同位体比では、0～1‰程度高くなり、窒素安

定同位体比では 3~4‰程上昇することが、経験的に知られている（DeNiro and Epstein 1978, 1981, 

Minagawa and Wada 1995）。これらを利用して、生物の食性解析が行われている。 

 
3．研究事例紹介 
3－1．堆積物中のリン 
3－１－1．石狩湾での過去の魚類資源量推定 
 現在、北海道での漁獲量は年々減少しており、最盛期の約半分にまでに落ち込んでいる
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（北海道水産白書 2005）。魚類の種類によっては、その資源量の変化は大気/海洋変動（レ

ジームシフト）と関係していることが明らかとなっているが（木村ら 2004）、北海道では、

近年の漁獲量の減少がレジームシフトと関係した資源量の減少と関連したものなのかは分

かっていない。過去の資源量変化を復元することが出来れば、今現在の漁獲量の減少がレ

ジームシフトの影響を受けたものであるのかを推定することが出来ると考えられる。その

ため、鱗が分解されたあと、その痕跡として残ると考えられるリンを測定することで過去

の魚類資源量推定を行う方法を確立することを目的とし研究が行われた（表 2009）。 
 柱状堆積物試料を、2005 年 8 月に北海道日本海側に位置する石狩湾において採取した。

採取した鉛直方向約 30cmの試料は、表層 10cmまでは 1cm毎に、それ以降は 2cm毎にカッ

トした。分割された各試料は、水分含有量、年代測定（セシウム-137 法）、粒度分析、全粒

径および粒径別の全リン（TP）、全有機炭素（TOC）、全窒素（TN）、全粒径および粒径別

の炭素および窒素安定位体比（δ13C, δ15N）を測定した。表層 10cmまではChlorophyll a 
（Chl. a）およびフェオ色素についても測定した。また、各粒径の堆積物をモリブデン酸で

染色し顕微鏡観察を行った。硬組織の分解速度（無機への移行ではなく、粉砕速度）を明

らかにするために、硬組織のインキュベーションを行った。市販魚から採取した鱗を、堆

積物とともに濾過海水中に添加し、5，16，30，60，95℃の 5 つの温度帯において遮光状

態で最大 5 ヶ月間培養した。培養前後での鱗乾燥重量、鱗を取り除いた堆積物中の全粒径

および粒径別のTP、TOC、TNを測定した。 
 試料を分析した結果、粒径別の全リン濃度は、大きな画分（250～500, 500～1000μm）

で比較的高い値を示していた。また、モリブデン酸で染色した各粒径の堆積物と魚類硬組

織を顕微鏡で観察したところ、粒径 125～500μm の堆積物において、魚類硬組織と見られ

る物質が含まれていることが確認された。窒素安定同位体比おいても、粒径 125～500μm
の堆積物では高い値を示していたため、動物由来の有機物が多く含まれていると考えられ、

粒径125～500μmの堆積物には魚類硬組織が含まれている可能性が非常に高いことが示唆

された。そのため、125～500μm の堆積物画分において、実験から求められた硬組織の分

解速度と年代測定により算出された堆積速度を用いて、石狩湾での魚類資源量推定を試み

た。 
推定した魚類資源量は、1970 年を境に大きく変化する結果となった（図 1）。1970 年ま

では 1970 年のピークに向かうように増加しており、1970 年以降は大きな増減を繰り返し

ながら、少しずつ減少していた。1958 年以降の石狩湾での漁獲量（北海道水産白書 2005）
と比較すると、年代や増減にわずかなズレが見られたが、1970－1980 年をピークに減少し

ている傾向など一致している部分も多く見られた。しかし、推定資源量と漁獲量では大き

な差が見られることから、現段階では数値として使用するには至らないと考えられる。ま

た漁獲量と比較してピークの年代に数年のズレがあることは、今後の課題として残る。こ

れらの課題を解決するためには、より正確な硬組織由来のリン量の推定やうろこ以外の魚

類硬組織の分解速度の推定が必要と考えられる。しかし、推定資源量の増減だけに関して
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言えば、漁獲量とほぼ一致していることから、今現在の北海道日本海側における漁獲量の

減少と資源量の減少との関係性を考察する上では、本研究の推定方法は利用できる可能性

が高いことが示唆された。 

 
図 1．推定された魚類資源量と漁獲量の比較（表 2009） 

 
3－2．炭素・窒素安定同位体比 
3－2－1．ベントス群集における食物起源の定量把握 
多くの有機物起源が存在する沿岸域において、生息する動物群集の主要な食物源を明ら

かにすることは、沿岸生態系の把握に繋がる重要な課題である。沿岸域の複雑な生物食物

網を解明するために、近年安定同位体比が用いられている。しかし多くの研究は、各生物

種の現存量や炭素および窒素含有量を考慮していないために、動物群集全体での各食物源

の相対的重要性については解明できていない。そこで、底生生物の炭素ベースの現存量と、

炭素および窒素安定同位体比を測定し、亜寒帯汽水湖において、底生動物群集の主要な炭

素源を明らかにすることを目的とし研究を行った。さらに底生動物による炭素要求量と基

礎生産量を比較することで、底生動物の炭素源と基礎生産との量的関係の解明を試みた（梶

原 2010）。 
 調査は、2005 年 6、8、10 月および 2006 年 4 月に、北海道東部の厚岸郡浜中町に位置す

る火散布沼内に設定した 8 地点で行った。水柱および表層堆積物中のChl. aを測定し、大型

草藻類の現存量および生産量は濱田ら（2005, 2006）を用いた。また、それらの同位体比

（δ13C, δ15N）を測定するとともに、底生微細藻類（BMA）の同位体比を測定するために、

側面および底面が 50 と 100μmメッシュからなるガラスビーズの入ったアクリルボックス

を現場に設置することでBMAを採取した。底生動物は、現存量調査を行い、全調査を通し

て湿重量の約 99%を占める 22 種に関して、水分、炭素および窒素含有量を測定し、さらに

全炭素現存量の 80%以上を占める優占種の安定同位体比を測定した。 
底生動物の全炭素現存量の 80%は、上位 6 種（Batillaria cumingii, Lacuna decorate, 

Macoma incongrua, Glycera sp., Ruditapes phillippinarum, Onuphis fuscata）によって
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占められていた。平均δ13C値はR. phillippinarumが最も低い値（-14.4 ± 0.8 ‰, n = 3）を

示し、O. fuscata（-14.0 ± 0.3 ‰, n = 5）、M. incongrua（-13.7 ± 0.6 ‰, n = 18）、Glycera 
sp.（-12.1 ± 0.9 ‰, n = 19）、L. decorata（-11.0 ± 1.6 ‰, n = 27）の順で高くなり、B. cumingii 
（-10.1 ± 1.3 ‰, n = 9）が最も高い値を示していた（図 2）。餌源と考えられる基礎生産者の

δ13Cは、懸濁態粒子（POM）が -20.1 ‰～-17.6 ‰、BMAが-18.2 ‰～-13.7 ‰、海藻類が-14.2 ‰

～-10.4 ‰、海草類が-10.8 ‰～-8.4 ‰の範囲であった。 

本研究では、3 つの仮定を用いて、底生動物における各基礎生産者による炭素貢献割合を推

定した。（1）同位体分別は+0.8 ‰。（2）各基礎生産者の代表δ13C値は、BMAでは-15.8 ‰、海藻

は-11.3 ‰、海草は-8.7 ‰。（3）底生動物の餌源は、各地点の基礎生産者の現存量を考慮し、2 つ

の基礎生産者を餌源とする。上記の 3 つの仮定を用いて、単純混合式（McConnaughey and 

McRoy 1979）により各試料の 2 つの基礎生産者の貢献割合を算出し、さらに各生物炭素量を乗じ

たものを合算し、各生物種における各基礎生産者による炭素貢献割合を見積もった。各種の平均

安定同位体比および炭素生物量を示す円形グラフの中に見積られた各基礎生産者の炭素貢献

率を図 3 に記す。R. phillippinarum（d）およびO. fuscata （f）は、BMAを 90%以上起源としていた。

M. incongrua（c）およびGlycera sp.（e）は、約 70%がBMA、約 30%が大型草藻類であった。一方B. 

cumingii（a）およびL. decorata（b）は、約 30%がBMA、約 70%が大型草藻類と見積もられた。また

全 6 種の炭素現存量に対して、BMAが 48.7%、海草類が 37.0%、大型藻類が 14.1%の貢

献をしていることが見積もられた。さらに、調査期間の6種の炭素増加量と転送効率（Ryther 
1969）を考慮し概算された底生動物の炭素要求量と、各基礎生産者の炭素生産量を比較す

ると、大型藻類は 23~58%、海草類は 20~51%、またBMAは最も低い基礎生産量の見積も

りでは 20~50%、最高見積もり値では 2~6%が底生動物へ利用されていると見積られた。

BMAの最低基礎生産量における底生動物による炭素利用割合と他の基礎生産者間で比較す

ると、3 者とも 20~60%前後であった。底生動物の炭素源の割合は、基礎生産者の生産量に

影響されていることが示唆された。 

 

図 2．主要 6 種の炭素および窒素同位体比（梶原 2010） 
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図 3．主要 6 種の平均炭素および窒素同位体比、炭素生物量、各基礎生産者の炭素寄与率  

(a) Batillaria cumingii, (b) Lacuna decorata, (c) Macoma incongrua,  
(d) Ruditapes phillippinarum, (e) Glycera sp., (f) Onuphis fuscata（梶原 2010） 

 
4．おわりに 
魚礁による生物生産効果を明らかにするために、安定同位体比を用いた食物源の解析は

国内外で行われ始めている (例えば、伊藤ら 2013，Cresson et al. 2014)。また、リンを用

いた過去の魚類資源量推定は、現段階では確立した手法ではないが、研究が進むことで、

魚礁周辺に魚類がどのくらいの量集まり、どの範囲まで影響をおよぼしているのかを明ら

かにする糸口になることが期待される。今後、従来の技術とともに新たな評価手法を用い、

詳細なサンプリング計画と調査を実施することで、定量的な魚礁効果の把握につながると

考えられる。 
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定量評価にむけた統計解析の利用と調査設計方法の提案 

～干潟浅海域における研究を事例として～ 

 

南部亮元（独立行政法人水産総合研究センター水産工学研究所） 

 

 

1．はじめに 

 

 我々は、対象とする生物の分布や密度、その生物が存在した環境を知るために、採泥器、プラン

クトンネットや音響機器といった調査機器（e.g. Steele et al., 2009）、あるいは潜水などの方法で調

査を行う。ただし、得られたデータの持つ意味は、調査方法や記録方法によって大きく異なる。例

えば、モニタリングサイト 1000 沿岸域調査マニュアル（環境省自然環境局生物多様性センター, 

2013）では、人員、日数、調査方法や観察方法などが詳細に決められており、生物については定量

調査と定性調査に分けられている（表 1）。定性調査では、調査地内で出現した生物種を（時間を

設定する場合もあるが）可能な限り記録する。一方、定量調査では調査地内でコドラードを設置し、

調査地によってはコドラードを観察する角度を定め、生物種と個体数を記録あるいは標本として残

す。また、コドラード内の塩分水温、

緯度経度、基質などの環境情報も同時

に記録する。このように、定量評価で

は、定性評価と異なり、生物あるいは

生物が存在した場所の環境を精密な方

法で数値として記録することが必要で

あると理解できる。 

一般的に、我々が「調査を行う（行

った）」とき、定量調査を指す場合が

多いだろう。しかし、上述したように

調査方法と記録方法に精密さが欠けて

いると、数値を取ったとしても定性調

査と変わらない結果になりうる危険性

がある。それは、得られたデータが対

象とする調査域において、平均値を表

しているのか、あるいはホットスポッ

トのような特異的な値を示しているのか、数値の位置づけができない場合があるためである。筆者

も含めてだが（南部ら, 2010）、底生生物の分布調査などにおいてデータの位置づけを事前に検討

している例はあまり見ない。定性評価に基づく調査を進めていくためには、調査対象の分布の特徴

（例えば一様分布や集中分布など）の事前調査を行う、あるいは過去の知見からデータ構造を仮定

して、空間スケール、調査頻度、サンプル数を決定していく必要があるだろう。特に、漁場造成な
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どによる生物の生息環境を変化させたときの評価や予測を行うためには、定量評価となる調査設計

やデータ取得方法は欠かせない。 

 本稿では、定量評価につなげるための調査方法、解析方法の手順を示し、定量評価への第一歩と

して生物量の推定精度の解析に基づいた調査設計について紹介する。本稿が、これまで調査対象の

背景を理解して調査計画を立てているがその評価まで手が及ばなかった方や、これから調査を実施

する方の参考になれば幸いである。 

 

 

2．調査計画とデータ解析 

  

 我々は、対象とする事象、興味のある事象、また水産工学では魚礁や漁場整備による水産生物や

その環境の応答について、客観的に示すことが求められる。本章では人工漁礁を含めた海洋環境調

査の調査計画とデータ解析に関する文献（Portier et. al., 2000）を中心に解説する。 

 

2-1．調査計画 

 通常、調査計画は構想→目標→評価方法→時間

スケール・サンプル数・解析方法と順を追って組

み立てていくが、よりよい調査計画は 17 項目の基

本的な原則に答えることで成り立ち、この原則に

答えられることが重要となる（Portier et. al., 2000） 

（表 2）。 

調査回数については、人工漁礁を例に、以下の

ような判断するとよい（Portier et. al., 2000）。i）

魚礁設置後の定常的な状態を知りたい場合は 1 回

でよいだろう。ii）魚礁を置いた効果を明らかに

したい場合は、できる限り魚礁設置前の調査を行

い、最低 2 回行う。iii）魚礁形成に関わる要因を明らかにしたい場合は、短期間で複数回調査する

ことが望ましい。iv）もし調査間隔が長くなっても環境あるいは生物量が変化する特異的な時期を

押さえることと指摘している。 

サンプル採集の空間配置については、得られるデータのばらつきが小さいことが望ましい。これ

は、水産基盤整備調査委託事業「アサリ稚貝の定着を促進する海底境界層の物理環境の解明」（平

成 18 年度～20 年度）で出されたガイドライン（水産工学研究所, 2009）で簡潔に記述されており

参考になる。一般的に生物の空間分布の情報は未知であることが多い。その場合は、ランダムに採

集場所を決定すると良い。それでもばらつきが大きくなる場合は、ばらつきを大きくしている環境

因子を層化して再配置することが必要である。アサリの場合は地形の凹凸で密度差が大きくなるこ

とが知られているので、地形の凹凸で層化し、それぞれの層でランダムに採集場所や採集面積を決

定しなければならない。サンプル数については、標準誤差や変動係数などのばらつきの指標を用い

るとよい（Portier et. al., 2000）。これは、3．調査方法の検討で事例を紹介する。 
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2-2．統計解析 

  

 統計解析では、環境に明確な差を設定・操作して比較する方法と、異なるデータ間の関係性を解

析する予測する方法がある。 

 比較では、帰無仮説あるいは代替仮説の設定が重要となる。この設定に応じて調査回数やサンプ

ル数が変化するためである。ただし、操作実験ではなく、現地調査に基づいて比較するときのサン

プル数やレプリケート数の設定は非常に難しい。これは”Pseudo replicate”と呼ばれ、ある区間で取

ったあるいはある期間に取った複数のサンプルが時間空間的に独立でない場合を指す。現在では、

空間自己相関分析や時間自己相関分析により回避することも可能である。比較のための統計的手法

としては、古典的な方法として、パラメトリック手法である t 検定や分散分析など、ノンパラメト

リック手法であるMann-WhitneyのU検定やKruskal-Wallisの検定などが挙げられる（石居, 1975）。 

 予測では調査で得られた生物と環境間や環境因子間といった異なるデータ間の関係性を明らか

にする方法であり、統計モデルを利用する。統計モデルを使う利点として、確率分布を使うことで

ばらつきや誤差を取り入れて、予測精度も定量的に評価することが可能となる（久保, 2012）。統

計モデルを予測方法の簡便さから並べると、正規分布を仮定した線型モデル、正規分布以外の確率

分布（ポアソン分布、二項分布など）を仮定する一般化線型モデル、サンプルの変量効果をあつか

う一般化線型モデル、さらに自由に確率分布を仮定できる階層ベイズモデルとなる。筆者は水産基

盤整備調査委託事業「アサリ資源回復モデルの対策と実証」（平成 24 年度～26 年度）において、

アサリの空間分布と環境因子の関係性、さらに漁場造成による変動予測について一般化線型モデル

により解析を進めており、有用な方法であると理解している(南部, 2013)。 

 

 

3．調査方法の検討 

 

3-1．ウニの分布密度調査に基づく調

査方法の検討 

 Grabowski et al. （2003）は、アメ

リカ合衆国メイン州においてウニを

対象とした分布密度調査から調査計

画について検討を行っている。調査

はメイン州東西約 50km、水深 15m

までの岩礁/砂礫海域において、海域

を 9 つの領域に区分し、領域あたり

16 の調査地点をランダムに設定、

地点ごとに海岸線と垂直にライン

トランセクトを引いて 90 コドラ

ード（1m2）の採集を行う。各コドラードのウニの個体数を計数してデータ解析に利用する。密度

推定は水深を 3 層（0-5m、5-10m、10-15m）に分けてカーネル密度推定を行い、全海域での分布密

度を推定する。調査方法の検討は、領域数、地点数を変化させカーネル密度推定を行い、全データ

図 1 9 領域 1 地点 90 サンプルを固定して地点数を変化させて算出
した場合の水深別の平均誤差(Grabowski et al., 2003 から引用). 
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による分布密度との差の平均値を

取る、すなわち平均残差を算出し

て比較する。結果は以下の通りで

ある。i）領域を初期の 9 つに固定

して地点数を変化させた場合、わ

ずかな差ではあるが 10 地点でも

っとも効果的な調査方法となるこ

とが示された（図 1）。ii）水深帯

0-5mにおいて、領域数と地点数を

変化させた場合、初期の条件がもっ

とも効果的な調査方法であること

が示された（図 2）。iii）領域数

と地点数の積で 90 地点とした場

合、45 領域 2 地点で採集した場合

がもっとも効果的な調査方法とな

り、これはi）でもっとも効果的な

方法より良い方法となる（図 3）。

著者らは、労力やコスト、解析技

術などの要素を考慮するべきであ

るが、このような検討によっても

っとも最適な調査方法を導き出す

ことができると述べている。 

 

3-2．アサリ分布調査の調査方法の検討 

 著者は、水産基盤整備調査委託

事業「アサリ資源回復モデルの対

策と実証」（平成 24 年度～26 年

度）において、伊勢湾全域のアサ

リ主要漁場の分布調査に携わって

いる。調査地点数を決定するにあ

たり、既存資料などを参考に調査

方法や調査計画を設計する方針で

あったが、調査設計する知見が乏

しかった。そこで、1 日あたりの

最大労力による調査を実施して、得

られたデータをもとに面積密度法（志村ら, 2009）による推定精度（変動係数）を検討した。調査

は 2012 年春に三重県桑名地区、津地区、香良洲地区、松阪地区（三渡川および櫛田川河口）で行

った。各調査域の調査点数は 60 地点、採泥回数は 4 回とした。調査効率の向上かつ推定精度を下

げない採泥回数を決定するために、変動係数による採泥回数の検討を行った。検討方法は、地点毎

図 2 領域数と調査地点数を変化させた場合の平均誤差(Grabowski 
et al., 2003 から引用). 

図 3 調査地点数を 90 地点に固定して領域数を変化させた場合の
平均誤差(Grabowski et al., 2003 から引用). 

図 4 採泥回数と変動係数の関係(水産庁, 2013 より引用) 
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に実データ（採泥数 4 回のアサリ密度データ）を用いて 1 回～8 回のリサンプリングを行い、各調

査地点の平均密度を算出し、さらに調査域の調査点数分（60 地点）のリサンプリングを行って変

動係数の算出を行った（図 4）。実調査の採泥数 4 回に較べて、採泥回数を 2 回にした場合でも 0.3％

～3.1％の悪化しか見られなかった。ただし、採泥回数を 1 回にした場合は、変動係数が 10％以上

の悪化が見られる調査域があった。以上の結果から 1 地点あたりの採泥回数は 2 回と決定した。次

に、最適な調査地点数を決定するため、採泥回数の検討と同様に変動係数による調査地点数の検討

を行った。検討は、採泥回数の検討で得られた結果に基づいて、地点あたりの採泥数を 2 回として

リサンプリングを行い、各調査地点の平均密度算出し、調査域ごとに 20 地点、30 地点（設定した

調査地点の半分）、40 地点、50 地点、60 地点（実際の調査地点数）のリサンプリングを行って、

変動係数を算出し、各調査域の面積あたりの調査地点数と変動係数の関係について求めた（図 5）。

調査面積あたりの調査地点数と変動係

数には一定の傾向は見られなかったが、

全ての調査域において、採泥回数と異

なり調査地点数を減らすと変動係数が

大幅に悪化したことから、調査地点数

を無作為に減らして調査を行うことは

不適切だと考えられた。以上の結果か

ら、各海域で調査地点数別の変動係数

を求め、目標とする資源量推定の変動

係数を設定して、面積あたりの調査点

数を決定する方法を採択した。 

 

 

4．まとめ 

 

 本稿では、定量調査についての位置付けを行い、それに必要な調査計画とデータ解析についての

基本的な方針を説明した。最後に沿岸浅海域において、ウニとアサリを事例に最適な調査計画を検

討するための統計的方法を示した。特に、誤差や変動係数といった推定精度を表す指標は、単に調

査方法を検討するだけでなく、比較や予測といった統計解析の信頼性を保証すると考える。これは、

伊勢湾におけるアサリ生息環境評価での取組みからも有効な手段であると考える（南部, 2013）。

ただし、定量評価に向けたデータ収集への課題もある。それは、潜水作業が困難な水深の海域にお

いて、採泥器などの機器を利用した試料採集を行う場合である。これらの機器は船上から操作を行

うことが多いが、垂直に機器を下ろすことは困難で、正確な位置情報を得られない可能性がある。

2-2．統計解析や 3．調査方法の検討で述べたように、位置情報はデータや解析の精度に関わる要

素であるため、トランスポンダー(東洋建設株式会社)といった水中の位置情報を得る機器などを利

用して、定量評価が可能なデータ取得方法の確立が望まれる。水産庁（2010）は水産環境整備への

取組みとして計画策定およびモニタリング調査において定量的な評価の導入を提言している。今回

の提案は、調査計画の策定あるいは既存資料から解析を行うときに、データの質やどのような解析

に適しているのかを客観的に把握する方法として利用できると考える。 

図 5 単位面積あたりの調査地点数と変動係数の関係(水産庁, 
2013 より引用) 
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人工魚礁の機能評価と課題 

一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所 

第 2調査研究部 伊藤 靖 

1 はじめに 

人工魚礁と魚介類との関わり合いに関するこれまでの研究は，個別的な魚介類の分布

様式やその時点での環境条件から論議されており，人工魚礁とその周辺を一つの生態系

として体系的に捉えた研究は，海中における調査技術の制限もあり，ほとんど行われて

こなかった（柿元，1967；津村ら，1992）。 

本稿では，従来から行われてきた物理環境調査，潜水目視や漁獲による採捕調査に加

え，近年小型化が進み多機能センサーが搭載された超音波バイオテレメトリーや，操作

性能が向上した自航式水中ビデオカメラ（Remotely operated vehicle），あるいは炭素

と窒素の安定同位体比分析などの生態学的調査や，各種調査技術を紹介し,マコガレイ増

殖場や,人工魚礁におけるマアジの蝟集およびズワイガニ保護礁を事例に，どのように人

工魚礁の機能評価を行うか,また課題としてはどのようなことがあるかなどを提案する。 

 

2 調査方法 

2.1マコガレイ増殖場における調査方法例 

2.1.1人工魚礁および周辺における動物群の分布状況 

① 海藻類と葉上動物 

海藻類および葉上動物の分布状況を把握する。海藻類は，スキューバ潜水により魚礁

区内から各調査時に任意に選んだ魚礁単体から，海藻類を全量採取する。葉上動物は，

魚礁単体に着生した海藻類を根元から刈り取り，ホルマリン溶液で固定後，分類群別に

同定し，個体数および湿重量を計数，測定する。 

② 付着動物 

魚礁表面の付着物をスクレーパーなどにより削ぎ取りふるいにかけ，ふるい上に残っ

た付着動物を分析試料とする。分析試料は固定後，分類群別に同定し，個体数および湿

重量を計数，測定する。 

③ 底生動物 

スキューバ潜水により，採泥器により各調査点で数回採取する。採取された底質は，

ふるいにかけ，ふるい上に残った底生動物を分析試料と分類群別に同定し，個体数およ

び湿重量を計数，測定する。 

2.1.2マコガレイ稚魚の蝟集状況 

マコガレイ稚魚の蝟集状況を魚礁区と対照区を設定し，潜水目視により個体数を計測

する。計数方法は，潜水士が各調査点においてマコガレイ稚魚の個体数を計数する。 

71



2.1.3 餌生物と食物網 

マコガレイ稚魚を，スキューバ潜水により，たも網等を用い採捕する。採捕したマコ

ガレイ稚魚は，全長（mm）を測定し，消化管を摘出した後，内容物を固定する。消化管

内容物は，分類群別に同定し，それらの個体数および湿重量を計数，測定する。 

マコガレイ稚魚の餌生物に関連する生物群を採取して,炭素・窒素安定同位体の分析を

行う。 

炭素・窒素安定同位体比は，捕食動物とその餌生物との関係を示唆する。海域では栄

養段階が1つ上がると，窒素安定同位体比（δ15N）は約3.4‰，炭素安定同位体比（δ13C）

は約1‰上昇する（DeNiro and Epstein,1978，1981)。これらに基づいて，食物網を解析

した。 

 

2.2 マアジの蝟集・滞留機能の調査方法例 

2.2.1 マアジの蝟集状況 

① 全長組成 

釣りおよび刺網によって，マアジを採捕し,全長（mm），標準体長（mm），および体重（g）

を計測する。 

② 蝟集量の推定 

計量魚群探知機（以下，計量魚探），対象魚礁の周辺海域を航走し，エコーグラムを記

録した。記録されたエコーグラムのうち，鈴木ら（1984）に従い，-50dB 以上をマアジ

と判断した。なお，航走前および航走終了後に，潜水目視によって，マアジの魚群が対

象魚礁およびそのごく近傍に多数分布していることを確認した。 

③ 個体の行動 

超音波バイオテレメトリ－を用いて，マアジの行動を追跡する。供試魚の追跡は，1

素子のハイドロフォンに指向性を持たせた追跡型受信機を装備した漁船で行う。また,

得られ結果から設置型受信機を配置し,長期間の追跡調査を行う。 

2.2.2 増殖機能 

① 餌生物と食物網 

対象魚礁周辺で刺網により採捕されたマアジの消化管内容物を分析する。マアジの消

化管を摘出し，含まれる内容物を分類群に同定し，それらの個体数および湿重量を計数，

測定する。 

マアジとその餌生物の炭素・窒素安定同位体比を分析する。 

② 成熟状況 

対象魚礁で釣りによって採捕されたマアジを用い,これらの全長（mm）と体重（g）を

測定する。その後，生殖腺を摘出し，性を判別した。雌については生殖腺重量（g）を測

定し，(3)式により生殖腺指数（GSI）を算出する。 

2.3 ズワイガニの保護礁の調査方法例 

2.3.1保護効果と魚介類の蝟集状況 
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ズワイガニはカゴ網による採捕調査を行う。本種には最終脱皮があり，最終脱皮後に

成体ガニとなる（山崎，1991）。雄は最終脱皮後に鉗脚（はさみ脚）が甲幅に対して大き

くなる（山崎，1991）。そのため甲幅と同時に鉗脚幅から定式化された判別式（日本海区

水産研究所，未発表資料）を用い，最終脱皮の有無を判断する。雌は成熟後，卵を腹に

抱くことから目視で卵を確認し，成熟個体と判断する。 

ROV により海底面上の観察を行う。出現したズワイガニを含む魚介類をビデオ映像と

して収録するとともに，スチル写真を撮影する。魚礁単体が確認された場合には，可能

な限り魚礁単体に接近し，魚礁単体内部や周辺の海底の観察を行い，走行距離から生息

密度を換算する。 

2.3.2餌生物と食物網 

ズワイガニとその餌生物の炭素・窒素安定同位体比を分析する。 

 

3 各調査で得られた成果 

3.1 マコガレイ増殖場 

3.1.1人工魚礁および周辺における動物群の分布状況 

人工魚礁には春季にアカモクが繁茂し，葉上動物には端脚目が優占し，人工魚礁直近

の海底には，端脚目が出現した。 

人工魚礁直近の海底は底生動物の生息に適した環境となり，底生動物量が周辺に比べ

て極めて多くなるとともに，葉上動物や付着動物が人工魚礁から剥離，落下，あるいは

移動し，底生動物層を多様化させていた。 

3.1.2マコガレイ稚魚の蝟集状況 

マコガレイ稚魚は 3月から 4月下旬まで人工魚礁の直近に高密度で分布し，その間，

成長が確認された。 

3.1.3 餌生物と食物網 

人工魚礁に蝟集した，平均全長 30mm以上のマコガレイ稚魚は，底生動物に加え，設置

された人工魚礁の天端部に繁茂する海藻上に生息する葉上動物や付着動物を餌として利

用していた。 

3.1.4 結果 
以上のことから,人工魚礁による海藻類の繁茂が葉上動物端脚目ヨコエビ亜目の増加

を促し，マコガレイ稚魚の蝟集機能や餌料供給による増殖機能を持つことが明らかとな

った。 
 

3.2 マアジの蝟集・滞留機能 

3.2.1 マアジの蝟集状況 

① 全長組成 

6月から8月上旬の昼間の人工魚礁には,6月では大型の個体群が蝟集し,調査期が進む

につれ小型化した。 
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② 蝟集量の推定 

昼間の人工魚礁には,マアジが 1.53ｔ蝟集し，その蝟集量は夜間の 7.1倍であった。 

③ 個体の行動 

マアジの行動は昼間には人工魚礁に蝟集し，夜間には人工魚礁から離脱・分散しなが

ら周辺海域 3km程度の範囲内の表層を遊泳する日周行動を同一人工魚礁で数日間繰り返

した。さらに，長期観測（約 2ヶ月）により，対象魚礁や天然礁を数日間滞留しながら，

受信機を設置した 7km程度の海域内に 1ヵ月程度滞留した。 

3.2.2 増殖機能 

① 餌生物と食物網 

マアジの消化管内容物には浮遊性節足動物門端脚目が優占し，炭素と窒素の安定同位

体比分析からも動物プランクトンなどが利用されていた。 

② 成熟状況 

6月に人工魚礁に蝟集したマアジ雌は，成熟・産卵期の指標である GSI値 3以上を示

した。 

3.2.3 結果 

以上のことから，人工魚礁はマアジにとって昼間は蝟集の場であり，人工魚礁滞留時

には産卵場としての増殖機能を持つことが示唆された。 
 

3.3 ズワイガニの保護礁 

3.3.1保護効果と魚介類の蝟集状況 

保護区で 212個体（20カゴ）が，対照区で 40個体（19カゴ）が採捕され，雄は保護

区と対照区で同水準なのに対し，雌は保護区が対照区の 47倍となった。雌は，保護区で

188個体が採捕され，全てが抱卵個体であった。 

ROVによるズワイガニの生息密度は，保護区で 9.9個体/1,000㎡，対照区で 4.7個体

/1,000㎡と保護区が対照区の 2.1倍であった。 

保護区における ROVでの観察時に人工魚礁直下に定位している雄の成体や産卵中の雌，

さらに多毛綱を捕食する雄が観察された。その他，人工魚礁を設置することにより保護

された空間には多様な底生動物や魚介類が蝟集していた。 

3.3.2餌生物と食物網 

炭素と窒素の安定同位体比分析から，保護区では底質の有機物を基点とする食物網が

確認でき，ズワイガニは人工魚礁周辺に分布する底生動物群を利用していたことが示唆

された。 

3.1.4 結果 

以上のことから，保護区に設置された人工魚礁にはズワイガニを蝟集させるとともに，

漁獲からの保護効果が認められた。また，保護区は抱卵雌ガニに産卵場を提供するとと

もに，餌場としての増殖機能を持つことが明らかとなった。 
 

4.まとめ 
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得られた結果から，従来の潜水目視観察や採捕調査などの手法と本研究で有効性を検

証した計量魚探，発信機，ROV，および炭素と窒素の安定同位体比分析などの各種手法を

適時組み合わせることにより，人工魚礁のもつ蝟集機能に加え増殖機能を体系的に明ら

かにすることができた。また，極浅海域から水深 300ｍに至る深海域に設置された人工

魚礁では，どの水深帯においても餌生物から対象とした魚介類である高次消費者へとつ

ながる食物網を介して行われる物質循環の過程を確認することが出来た（図-1）。さらに，

浅海域に設置された人工魚礁では魚礁単体から 5ｍ程度の範囲内で底生生物相を増加さ

せ，底魚類のマコガレイ稚魚の蝟集に寄与していること，浮魚類のマアジでは夜間の移

動範囲から 3km程度の範囲内に複数基を配置することがマアジの蝟集・滞留にとって有

効であること，深海域のズワイガニ保護礁では数 kmの保護範囲であっても保護効果が確

認されたことなど，人工魚礁の配置計画にとって有効な知見を得ることが出来た。 

以上の結果から，人工魚礁と魚介類のかかわり合いは，いずれの人工魚礁においても

魚介類を蝟集，滞留させ，捕食者からの逃避場を提供していることが明らかとなった。

また，人工魚礁は餌生物を供給し，産卵親魚には産卵の場となっていることなど，多様

な機能の発現を捉えることが出来た。 

一方，多くの研究により人工魚礁の機能解明なされてきているが（？）,例えば蝟集機

能から便益などの事業評価につなげるためには，一定時間（年間・漁期）の中で魚介類

が人工魚礁を利用しているのかなど，更なる課題が残る。例えばマコガレイ稚魚が人工

魚礁周辺に高密度に蝟集し，効率よく餌料生物利用することにより成長し，生残率を高

めることがマコガレイの生活史の中でどれくらい影響があり,漁獲にどのような影響を

あたえているのかなどを,どのように調査・検証が出来るのであろうか。また，回遊魚で

あるマアジが日周行動（昼間は人工魚礁に蝟集,夜間は移動・分散）をしながら,人工魚

礁に一週間程度滞留していることや，昼間に 1.5トン蝟集していることを，便益として

定量的にどのように評価するべきであろうか。さらに，ズワイガニの雌が卵を持って保

護区内に多数生息することを保護区外と比較し,産卵量が多く孵化率が高いなど増殖場

としてどのように評価して行くべきかなど,多くの課題が残されている。 

参考として，一定の調査から蝟集量を推定する方法を蝟集調査マニュアル（平成 18

年度直轄調査）として示した。ここでは，時間断面の蝟集量から調査期間の蝟集量，さ

らに，年間蝟集量に引き延ばす方法を示している。しかし,この様な方法が行政科学とし

ては利用できると考えているが，科学としてどのように裏付けをするのかなど議論を深

める必要がある。 
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生物環境

ズワイガニ
（成体）

葉上動物 底生動物動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ

流況変化地形変化 底質変化物理・化学
環境

調査技術 ﾊﾞｲｵﾃﾚﾒﾄﾘｰ

計量魚探

増殖機能

蝟集機能

安定同位体比

潜水目視観察 ＲＯＶ

海藻類 植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ
有機物堆積の
抑制と促進

対象生物

行動様式

安定同位体比 安定同位体比

マコガレイ
（稚魚）

マアジ
（未成魚～成魚）

 

図-4.1 人工魚礁の機能 

［参考］ 

蝟集量の推計 

1 時間断面蝟集量 

時間断面蝟集量は、以下の式にしたがい、視認調査から得た魚種ごとの個体数に魚種

ごとの個体重量を乗じて算出した（図 1）。 

 

時間断面蝟集量(kg)＝蝟集魚の個体数×個体重量(kg) 

なお、本調査では、魚探から魚類の蝟集範囲を求める操作は実施していない。 

2 調査期間蝟集量 

調査期間蝟集量は、定着性魚種と回遊性魚種とに分けて以下の式により算出した値を

合計して求めた（図 2）。 

 

調査期間蝟集量（定着性魚種・回遊性魚種）（kg/期間） 

＝時間断面蝟集量(kg)×来遊回数(回) 

なお、来遊回数・滞留期間は、蝟集量調査で得られた時間断面蝟集量の変化と、魚類

滞留状況調査の結果を基に求めた。 
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時間断面蝟集量(㎏)

・広範囲な蝟集状況
・蝟集範囲(ｍ )3

魚探調査
(普通魚探)

蝟集量(㎏)

蝟集魚の個体数

×

・個体数(個体)

3・魚群密度(㎏/ｍ )

・蝟集状況

視認調査
(潜水・ROV)

蝟集魚の個体数

蝟集量(㎏)

×

・体長(㎝)
・個体重量(㎏)
・種名・体長(㎝)

漁獲調査
(一本釣り)

蝟集魚の個体重量(㎏)

蝟集魚の体長

体長・重量換算式

蝟集範囲(ｍ )3

魚群密度(個体/ｍ )3

 
図 1 時間断面蝟集量の算出手順 

 

 

魚類の滞留状況調査時間断面蝟集量(㎏)

回遊性魚種
時間断面蝟集量(㎏)

定着性魚種
時間断面蝟集量(㎏)

定着性魚種
調査期間蝟集量(㎏/期間)

回遊性魚種
調査期間蝟集量(㎏/期間)

調査期間蝟集量(㎏/期間)

×
時間断面蝟集量(㎏)

調査期間の来遊回数
(回/期間)

魚類の来遊回数-滞留期間の検討

×
時間断面蝟集量(㎏)

調査期間の来遊回数
(回/期間)

 
図 2 調査期間蝟集量の算出手順 
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3 年間蝟集量 

年間蝟集量は、定着性魚種と回遊性魚種とに分けて以下の式により算出した値を合計

して求めた（図 3）。 

年間蝟集量(kg/年)＝調査期間蝟集量(kg/期間)×漁期（期間/年） 

年間蝟集量は、調査期間蝟集量に漁期を乗じて推計する。 

 

年間蝟集量(㎏/年)

定着性魚種
年間蝟集量(㎏/年)

回遊性魚種
年間蝟集量(㎏/年)

定着性魚種
調査期間蝟集量

(㎏/月)

×

回遊性魚種
調査期間蝟集量

(㎏/月)

×

定着性魚種
漁期(月)

回遊性魚種
漁期(月)

定着性魚種
調査期間蝟集量

(㎏/期間)

回遊性魚種
調査期間蝟集量

(㎏/期間)

 

図 3 年間蝟集量の算出手順 
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平成２６年度水産工学関係研究開発推進会議水産基盤部会 
「魚礁機能のメカニズム解明と定量化」に係る主な質疑応答 
 
・漁場整備の現状 ～魚礁整備を中心として～（水産庁・中西氏） 
Ｑ（静岡県・吉田氏）：水産環境整備について、国としてどのような検証などを考えている

か、また事業主体にどのような情報を求めているのか伺う。 
Ａ（水産庁・中西氏）：現行の漁港漁場整備長期計画においては、水産環境整備マスタープ

ランを 20 地区で推進し、新たな漁場整備等により 11 万トンの増産目標を掲げている。増

産目標は整備量に空ｍ３当たりの増産量（原単位）を乗じることで算定しているが、事業主

体で原単位は長年変えていないことが多く、フォローアップをお願いしたい。 
 
・青森県における魚礁整備事業の実施状況について（青森県・田村氏） 
Ｑ（水工研・川俣氏）増殖場は禁漁としているのか。また、禁漁の範囲についての根拠を

伺いたい。 
Ａ（青森県・田村氏）禁漁としているが、コンブ増殖場ではアワビ・ウニの資源状況を見

ながら漁獲している。禁漁の範囲の根拠ははっきりとしたものではないが、整備範囲とし

ている。 
 
・これまでの魚礁機能研究の成果 ～故柿元博士の研究の足跡（水産大学校・野田氏） 
Ｑ（新潟県・石本氏）魚礁設置年数により効果が違い、新しい魚礁の方が魚が付くとの漁

業者の声を聞く。これに関する知見があれば伺いたい。 
Ａ（水産大学校・野田氏）今は知見を持ち得ていないが、何か情報があればお知らせする。 
 
・ＲＯＶや魚探・ソナーを用いた魚礁効果の調査事例（海洋土木株式会社・谷内氏） 
Ｑ（北海道・小川氏）水産環境整備のマスタープランを策定してモニタリングを実施する

必要がある。どのぐらいたった時が調査を実施する際のベストのタイミングとなるのか。

また、調査期間、ＲＯＶを何時間使用するかお教え願いたい。 
Ａ（海洋土木株式会社・谷内氏）海域や水深にはよるものの、おおむね魚礁設置後３年以

上経過したものを推奨したい。水温が冷たい海域や水深が深くなると効果が安定するまで

長い期間を要する。調査期間は１日あるいは２日で、ＲＯＶの観察時間は２，３時間が平

均である。 
Ｑ（静岡県・吉田氏）逃避行動を示す魚種について、どういう調査を行っているのか対策

も含めて伺いたい。 
Ａ（海洋土木株式会社・谷内氏）例えばマダイは調査が難しい。カメラの視界に入ってこ

ない。魚礁から離れた蝟集形態であり、大型になればなるほど警戒され難しい。透明度が

良ければライトは付けずに、またスクリューを廻さずにじっと観察することとしている。 
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Ｑ（水工研・東氏）魚礁の蝟集効果は３年間で安定するのか、また遷移状態や変化が起こ

るのか伺う。併せて季節変化を示すのか伺いたい。 
Ａ（海洋土木株式会社・谷内氏）同じ魚礁で経年変化を追跡するのはスケジュール上、難

しいが、概ね３年以降は効果は安定して推移すると考える。また季節変化はあると言える。

20～30 年経過した魚礁でも効果を発揮している調査結果も得られているが、古い魚礁は漁

業者の認識が薄く、利用されていないものが多いと考えられる。 
 
・魚礁効果診断システムの概要と魚礁利用実態について（水産土木建設技術センター・桑

本氏） 
Ｑ（水工研・中山氏）どれくらいの漁船のモニタリング数があれば良いのか伺いたい。 
Ａ（水産土木建設技術センター・桑本氏）隻数は少なくても構わないが、長期間実施した

方が良い。何隻操業しているか漁協で把握できれば、モニタリング結果を引き延ばして全

体が把握できると考える。 
Ｑ（水工研・中山氏）漁船によって利用漁場は異なるのではないか。 
Ａ（水産土木建設技術センター・桑本氏）地区内でオリンピック方式で漁獲している訳で

はないので、問題ないと考えている。全数調査ができるに超したことはないが、できれば

10 隻分は欲しい。 
 
・魚礁効果評価における音響調査の役割 ～その有用性と限界～（水産大学校・濱野氏） 
Ｑ（水研センター本部・高尾氏）音響による漁獲調査の最後の提案は、計量魚探に求めら

れるような方向を意味しているのか。 
Ａ（水産大学校・濱野氏）パルス幅が短く、ビーム幅がシャープなものを推奨したい。水

工研で取り組んでいるイルカ型ソナーの導入もパルス幅が短くても遠くまで届くので、有

効なのではないかと考える。 
 
・漁獲試験を利用した魚礁効果評価（株式会社エコニクス・山内氏） 
Ｑ（不明）要旨集・図６で平坦な箇所の漁獲量を差っ引いたものが蝟集効果を意味するの

か、また比率は年が経過しても変わらないのか伺う。併せて魚礁の違いは影響するのか伺

いたい。 
Ａ（株式会社エコニクス・山内氏）来遊資源量の効果を無くすためである。比率は同じで

ある。なお魚礁規模によって変わると考える。 
Ｑ（水工研・川俣氏）効果が魚礁から同心円となっているが、流れに対する指向性につい

て伺いたい。 
Ａ（株式会社エコニクス・山内氏）体積を算出する考え方を示したものであり、流れの上

手側と下手側で異なることについては修正を加えればよいと考える。 
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・沿岸浅海域における海底堆積物と食物網の評価手法（水産工学研究所・梶原氏） 
なし 
 
・定量評価にむけた統計解析の利用と調査設計方法の提案～干潟浅海域における研究を事

例として～（水産工学研究所・南部氏） 
Ｑ（水産土木建設技術センター・桑本氏）ベントス、パッチ形状、要素で偏ると思われる

が、生物スケールの問題は組み込まれているのか伺う。 
Ａ（水工研・南部氏）ランダムに採って分布を把握し、その上で時空間解析等を行うこと

により、採っても意味の無いデータを取り除き、パッチの影響を考慮できると考える。 
 
・人工魚礁の機能評価と課題（漁港漁場漁村総合研究所・伊藤氏） 
Ｑ（水産大学校・野田氏）アジが魚礁に戻ってくるのは隠れ場機能として使っているから

なのか。 
Ａ（漁港漁場漁村総合研究所・伊藤氏）昼はミーティングポイントとなっていると考えら

れるが、どのように評価するのか難しい。 
 
・「魚礁機能を積極的に活用した沿岸水産資源の回復を目指して」（総合討論） 
意見１（水工研・川俣氏） 本日、発表いただいた内容によると、魚礁から数百メートル

離れたところまで魚礁の効果が認められる可能性が示された。魚礁による水産生物の増殖

効果を明らかにするためには、魚礁による効果範囲を明らかにして、この範囲内の漁獲を

制限し、この範囲で資源量がどの程度まで高まるのか、また、その範囲から外側にしみ出

してくる魚はどの程度期待できるのか、今後このような研究が考えられる。 
意見２（水産大学校・濱野氏）種苗放流の効果について、初期生残を高めるために一定期

間滞留を促す魚礁の効果を検討してはどうか。 
意見３（水工研・南部氏）時間・空間の使い方を平行で行うと難しいので、分けて考える

と良いのではないか。長い時間を掛けて見えてくるものもあるのではないかと考える。 
 
 
質問票でいただいた質問内容とその回答 
（質問） 
質問者氏名：石田和敬 
質問者所属：国際航業（株）九州支店 国土保全Ｇ 環境Ｔ 石田和敬 
 
講 演 者（回答者）：野田幹雄  
講演題目：これまでの魚礁機能研究の成果 
質問内容： 
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魚礁の考え方について：魚礁を設置した場合、その場所に魚類が蝟集することは、蝟集量

として魚礁機能（効果）として認識しているところです。しかし、この蝟集量はある湾（海

域）全体でみた場合、その湾に存在した資源量 100 が魚礁周辺に蝟集することに魚礁周辺

で 80、周辺以外では 20 となり全体的な資源量 100 は変わらないと考えるべきか？魚礁を

設置したことにより湾全体 100が魚礁設置80により 180となり資源量が増加すると考える

べきか悩ましいところです。 
私的には、一般の魚礁は成魚を対象としており、魚礁効果で周辺の魚類が蝟集し、漁獲し

易くなることにより、漁獲高も上がるイメージで海域全体の資源量増加にはあまり寄与し

ていない印象です。 
海域全体の資源量を増加させるには、魚礁の他に、産卵場・育成場を目的とした藻場や人

工礁の整備を同時に、面的に行う必要があるのではと思っているところです。 
その辺の考え方をご教授願えれば幸いです。 
よろしくお願い致します。 
（回答） 
 魚礁については昔からご指摘のような議論があります。つまり，単に人工的な生息地に

魚類が集まって漁獲しやすくなっただけか，そうではなく，集まった生物の生存率や成長

速度の改善を通じて生産量の増加にも寄与しているという議論です。浅学な私の知る範囲

では、少なくとも国内の試験研究事例でこのことを定量的に議論できる段階には至ってい

ないと思います。ご指摘のように魚礁のほかに増殖を目的とした人工生息場や藻場・干潟

の整備は，当然，並行して行う必要があります。国の施策もそのような方向で進んでいま

す。ただ，平坦な砂泥地に魚礁で漁場を造成した場合，本来なら無効分散となる浮遊幼生

期の着生生物に対してすみ場を与えることで栄養段階の低次生産を強化する効果は期待で

きますし，食物連鎖を通じて有用魚介類の多い高次生産へ何らかの正の影響を及ぼしうる

ことは想像できます。山内さんご発表（漁獲試験を利用した魚礁の評価）の中で，デトリ

タスの重要性の指摘も同様のことだと思います。つまり，漁場造成のための人工魚礁造成

であっても，生態系の底上げに繫がっている可能性があります。今後はこのような視点か

らの魚礁の生産効果を検証する研究の必要性があります。総合討論で，水工研でもその方

向で研究を進められる予定とのお話でしたので，今後新しい知見が集まってくれば，魚礁

の生産効果への影響も分かってくるのではないかと期待しております。 
 

82



番号 氏名 機関名 職名 備考

1 中西　豪 水産庁漁港漁場整備部計画課 計画官 講演者

2 田村　直明 青森県農林水産部企画振興グループ 主幹 講演者

3 桑本　淳二 一般社団法人水産土木建設技術センター長崎支所 漁場開発部長 講演者

4 野田　幹雄 独立行政法人水産大学校 生物生産学科教授 講演者

5 谷内 修 海洋土木株式会社 常務取締役 講演者

6 濱野 明 独立行政法人水産大学校 海洋生産管理学科教授 講演者

7 山内　繁樹 株式会社エコニクス 主幹研究員 講演者

8 伊藤　靖 一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所 第２調査研究部長 講演者

9 釜石　隆 水産庁増殖推進部研究指導課 研究管理官

10 高吉　晋吾 水産庁漁港漁場整備部 部長

11 権藤　純一 水産庁漁港漁場整備部計画課 課長補佐

12 津田　藤典 水産庁漁港漁場整備部計画課 特定調査調整係長

13 石川　聡子 水産庁漁港漁場整備部計画課

14 西崎　孝之 水産庁漁港漁場整備部整備課 課長補佐

15 岡　貞行 水産庁漁港漁場整備部整備課 課長

16 齊藤　肇 農林水産省農林技術会議事務局 研究専門官

17 竹谷　裕平 青森県産業技術センター水産総合研究所 主任研究員

18 荒井　裕士 石川県水産課 漁港漁村整備室技師

19 山崎　幸夫 茨城県水産試験場 定着性資源部長

20 金光　究 茨城県農林水産部水産振興課 主任

21 久田　貴司 岩手県農林水産部漁港漁村課 技師

22 石城　龍彦 愛媛県水産課 主任

23 佐藤　二朗 岡山県農林水産総合センター水産研究所 開発利用室長

24 向井　龍男 香川県水産課 課長補佐

25 松岡　聡 香川県水産試験場 主任研究員

26 森永　法政 鹿児島県漁港漁場課 技術専門員

27 稲葉　太郎 高知県水産試験場 主任研究員

28 寺田　雅彦 佐賀県玄海水産振興センター 技師

29 朝永　賢二 佐賀県生産振興部水産課 副主査

30 江口　勝久 佐賀県生産振興部水産課 副主査

31 小林　憲一 静岡県水産技術研究所 上席研究員

32 田　彰 静岡県水産振興課 班長

33 小泉　康二 静岡県水産振興課 主査

34 佐合　洋祐 千葉県水産総合研究センター 生産技術研究室　研究員

35 河野　睦 千葉県農林水産部水産局漁業資源課 副主幹

36 田村　康 千葉県農林水産部水産局漁業資源課 技師

37 小島　修 東京都産業労働局農林水産部水産課 係長

38 青木　貴志 東京都産業労働局農林水産部水産課 主事

39 山下　隆広 長崎県水産部漁港漁場課 参事

40 石本　綾子 新潟県水産海洋研究所 主任研究員

41 吉田　友和 新潟県水産海洋研究所 主任研究員

42 森本　利晃 兵庫県農政環境部農林水産局 主査
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43 横川　勝 福井県水産試験場 若潮丸　機関長

44 向井　豊 福井県水産試験場 福井丸　主査

45 山田　敏博 福井県水産試験場 福井丸　主査

46 河野　展久 福井県水産試験場 海洋研究部　主任研究員

47 松宮由太佳 福井県水産試験場 海洋研究部　研究員

48 品川　円宏 福井県農林水産部水産課 主査

49 秋本　恒基 福岡県水産海洋技術センター 資源環境課長

50 片山　幸恵 福岡県農林水産部水産局水産振興課 技術主査

51 梨木　大輔 福岡県農林水産部水産局水産振興課 主任技師

52 渡邉　亮太 福島県水産試験場 研究員

53 小川　元樹 北海道水産林務部水産局 水産振興課主任

54 畠山　保弘 北海道水産林務部水産局 水産振興課主任

55 藤島　洸 北海道水産林務部水産局 水産振興課主事

56 金田　友紀 北海道立総合研究機構中央水産試験場 主査

57 小野寺恵一 宮城県水産業基盤整備課 主任主査

58 西口　紀依 宮崎県農政水産部漁村振興課 主任技師

59 田井中　剛 山口県漁港漁場整備課 主査

60 大竹　臣哉 福井県立大学 教授

61 小池　志門 福井県立大学 大学院生

62 影山　智将 一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所 理事長

63 三浦　浩 一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所 主任研究員

64 松本　卓也 一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所 主任研究員

65 吉野　真史 一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所 主任研究員

66 柴田　早苗 一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所 主任研究員

67 鹿田　正一 一般社団法人水産土木建設技術センター 理事長

68 武田　真典 一般社団法人水産土木建設技術センター 主任研究員

69 井貫　晴介 一般社団法人マリノファーラム21 代表理事会長

70 白石　學 一般社団法人マリノファーラム21 技監

71 柴田　晃 一般社団法人マリノファーラム21 開発部　開発課長

72 福田　亮 公益社団法人全国漁港漁場協会 業務課長

73 市村　隆紀 公益社団法人全国豊かな海づくり推進協会 専務理事

74 須賀　次郎 日本水中科学協会 代表理事

75 山田　嘉清 JF全漁連購買事業部 資材課

76 内藤　泰文 石川島建材工業株式会社 営業部　課長

77 川瀬　翔馬 いであ株式会社

78 須田　健太 岡部株式会社 海洋事業部　営業部員

79 藤澤　真也 海洋建設株式会社　水産環境研究所 技術営業部　部長代理

80 内山幸之介 海洋土木株式会社 環境部　次長

81 笠原　百代 海洋土木株式会社 環境部

82 石川　竜子 海洋プランニング株式会社

83 千葉　行雄 株式会社アクアプロダクト 部長

84 佐々木崇之 株式会社アルファ水工コンサルタンツ 東京本部　本部長

85 綿貫　啓 株式会社アルファ水工コンサルタンツ 部長

86 小口　哲史 株式会社アルファ水工コンサルタンツ 技術部　技師 共同研究員

87 峰　寛明 株式会社エコニクス

88 伊藤喜代志 株式会社環境シミュレーション研究所 代表取締役
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89 白石　勝一 株式会社水産新潮社 顧問

90 松橋　章 株式会社東京久栄 営業本部　副本部長

91 寺島　知己 株式会社中山製鋼所 海洋エンジニアリング室長

92 中村　将徳 広和株式会社 主査

93 桑原　正博 国際気象海洋株式会社 部長

94 石田　和敬 国際航業株式会社 国土保全G環境T主任技師

95 間辺　本文 五洋建設株式会社 顧問

96 青山　勧 サカイオーベックス株式会社 水産資材事業部長

97 高山　博史 神鋼建材工業株式会社 営業総括部　課長

98 阿部豊太郎 スミリーフ株式会社 代表取締役

99 大井　淳 スミリーフ株式会社

100 堅川　勝三 日本漁場システム株式会社 事業部長

101 松永　務 日本コーケン株式会社 事業本部長

102 鈴木　克俊 日本コーケン株式会社 技術部　課長

103 城越　徹矢 日本リーフ株式会社 海洋事業部　課長

104 澤井　力 日立造船株式会社 防災東京営業部　課長

105 谷垣　大気 日立造船株式会社 防災東京営業部

106 松本　和弘 ライトンコスモ株式会社 代表取締役

107 福田　一見 ライトンコスモ株式会社 営業部長

108 中川由美子 ライトンコスモ株式会社 チーフ

109 木寺　弘和 株式会社みなと山口合同新聞社　みなと新聞 記者

110 萩野　静也 元水産工学研究所長

111 藤原　敏文 （独）海上技術安全研究所

112 三森　繁昭 （独）土木研究所寒地土木研究所 水産土木チーム研究員

113 大橋　正臣 （独）土木研究所寒地土木研究所 水産土木チーム研究員

114 高尾　芳三 （独）水産総合研究センター 研究開発コーディネーター

115 足立久美子 （独）水産総合研究センター 評価コーディネーター

116 渡部　俊広 水産工学研究所 所長

117 明田　定満 水産工学研究所 特任部長

118 寺脇　利信 水産工学研究所業務推進部 部長

119 中山　哲嚴 水産工学研究所水産土木工学部 部長

120 八木　宏 水産工学研究所水産土木工学部 水産基盤グループ長

121 金田　拓也　 水産工学研究所水産土木工学部 主幹研究員

122 大村　智宏 水産工学研究所水産土木工学部 主任研究員

123 佐伯　公康 水産工学研究所水産土木工学部 主任研究員

124 桑原　久実 水産工学研究所水産土木工学部 生物環境グループ長

125 川俣　茂 水産工学研究所水産土木工学部 主幹研究員

126 宇田川　徹 水産工学研究所水産土木工学部 主任研究員

127 南部　亮元 水産工学研究所水産土木工学部 研究員 講演者

128 杉松　宏一 水産工学研究所水産土木工学部 任期付研究員

129 渡辺　一俊 水産工学研究所水産土木工学部 研究開発専門員

130 梶原瑠美子 水産工学研究所水産土木工学部 支援研究員 講演者

131 野口　昌之 水産工学研究所業務推進部 業務推進課長

132 栗原　亮 水産工学研究所業務推進部 企画調整係長

133 白土　康俊 水産工学研究所業務推進部 情報係長

洋上再生エネルギー開発系海洋利用評価研究グループ長
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