
　事業実施主体
魚津市地場産木材活用魚礁

実証事業協議会
れいなん森林組合 大紀町漁業活性化推進協議会 尾鷲市水産振興協議会 岬町木材魚礁開発推進協議会 神西湖地域協議会

　都道府県・市町 富山県魚津市 福井県小浜市 三重県度会郡大紀町 三重県尾鷲市 大阪府泉南郡岬町 島根県出雲市

　事業計画期間 平成22～26年度 平成22～26年度 平成22～26年度 平成22～26年度 平成22～26年度 平成22～26年度

魚津漁業協同組合
新川森林組合
魚津市
富山県
アドバイザー：福井県立大学大竹教授(○)

れいなん森林組合
小浜市漁業協同組合
小浜市産業部農林水産課
福井県嶺南振興局農林水産部
福井県立大学海洋生物資源学部(○)

三重外湾漁業協同組合錦事業所
大紀町
三重県水産研究所 伊勢水産研究室(○)
海洋建設株式会社(○)

三重外湾漁業協同組合紀州南支所
尾鷲漁業協同組合
尾鷲森林組合
三重県
三重県水産研究所尾鷲水産研究室(○)

淡輪漁業協同組合、小島漁業協同組合
谷川漁業協同組合、深日漁業協同組合
大阪府森林組合、岬町、大阪府、
大阪府水産技術センター（○）

神西湖漁業協同組合
出雲地区森林組合
出雲市
※アドバイザー会議を年3回実施
（北海道大学名誉教授,水産技術センター
等）

　対象魚種 アジ、イシダイ、カサゴ、キジハタ、メバル、メジナなど マダイ、ヒラメ、カサゴ、イサキ、メバル カサゴ(放流)、イセエビ アオリイカ、イセエビ カサゴ、メバル、キジハタ、クロダイ、カレイ、イカ フナ、ウナギ、エビ類、ヤマトシジミ

　期待される増殖効果 魚体重の増加効果 魚体重の増加効果・稚魚等育成効果・産卵場効果 稚魚等育成効果・魚体重の増加効果 稚魚等育成効果(稚エビ)・産卵場効果・魚体重の増加効果 魚体重の増加効果・産卵場効果・稚魚等育成効果 稚魚等育成効果(シジミ等)・魚体重の増加効果・産卵場効果

　①木材集中型
　②木材分散型(H22～24は木材なし)
　③木材集中型(H23～24は木材なし)

  ①Ⅰ型、②Ⅱ型、③Ⅲ型増殖礁
①木材+貝殻ﾕﾆｯﾄ型、②貝殻ﾕﾆｯﾄ型、
③木材型、④木材+貝殻ﾕﾆｯﾄ型(改1)、
⑤木材+貝殻ﾕﾆｯﾄ型(改2)

　①ヒノキ1本型、②ヒノキ3本型、
　③ヒノキ5本型

①②③木材単独型、④⑤⑥餌料培養礁、
⑦⑧⑨ヒューム管型　など
※上記はＨ22年分。他年も改良型を製作

①井桁型、②柵型、③複合型

(縦)10m×(横)10m×(高)2m (縦)3m×(横)3m×(高)3m
 ①②③(縦)3.2m×(横)3.2m×(高)1.7m
 ④(縦)3.2m×(横)3.2m×(高)1.9m
 ⑤(縦)2.8m×(横)2.8m×(高)2.0m

　木材：ヒノキ(径)0.12m×(長さ)3.0m
　重石：花崗岩2ｔ内外

　　①②③(縦)3m×(横)3m×(高)2m
　　④⑤⑥(縦)4m×(横)4m×(高)2m
　　⑦⑧⑨(縦)5m×(横)5m×(高)2mなど

　①③(縦)1.5m×(横)2.0m×(高)0.99m
　②　(縦)1.5m×(横)2.0m×(高)1.0m

　増殖礁の空m3/基
134.1空m3/基

27.0空m3/基
①②③14.7空m3/基、

④16.2空m3/基、⑤10.6空m3/基
①1.5356空m3/基、

②1.5668空m3/基、③1.5980空m3/基

　　①②③6.58空m3/基、④11.80空m3/基
　　⑤⑥15.02空m3/基 、⑦22.97空m3/基
　　⑧⑨29.57空m3/基　など

　  ①2.97空m3/基、
②3.00空m3/基、 ③2.97空m3/基

　木材の種類 スギ スギ スギ、ヒノキ ヒノキ スギ、ヒノキ　（タケ） スギ、ヒノキ

①3.8m3/基、98.44m2/基、2.9％
②5.1m3/基、131.2m2/基、3.8％
③3.8m3/基、98.44m2/基、2.9％

※①はH25から使用量変更。②③はH25から木材使用

①7.7m3/基、118.2m2/基、28.5％
②11.6m3/基、185.0m2/基、43.0％
③12.8m3/基、202.4m2/基、47.4％

　　①③3.0m3/基、52.3m2/基、20.4％
　　④3.0m3/基、52.3m2/基、18.5％
　　⑤4.0m3基、81.05m2/基、37.7％

①0.003 m3／基、0.35m2／基、0.20％
②0.009 m3／基、1.05m2／基、0.57％
③0.015 m3／基、1.75m2／基、0.94％

（H22）ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ：0.94m3/基、27.8m2/基
（H23）ヒノキ：2.38m3/基、70.3m2/基
（H24）ヒノキ：2.63m3/基、73.3m2/基
（H25）ヒノキ：5.9m3/基、124.1m2/基

①0.89m3/基、12.82m2/基、29.8％
②1.00m3/基、10.94m2/基、33.2％
③1.02m3/基、19.24m2/基、34.3％

中詰材：（密）10束、（疎）5束

　木材交換方法 ユニット引き上げによる木材交換 木材交換なし 潜水作業による木材交換 潜水作業による木材交換 H25年タイプのみ潜水作業による木材交換 中詰材のみ木材交換

　製作基数 H２２ ①１基、②１基　計2基 ①15基、②1基、③1基　計17基 ①9基、②１基、③１基　計11基 ①10基、②11基、③35基　計56基 各4基　計36基 ①24基、②24基、③24基　計72基

H２３ ③1基 ②6基 ④3基 ①7基、②8基、③27基　計42基 6基 －

H２４ － － ⑤5基 － 4基 －

H２５ － － ⑤5基 － 8基 －

　設置基数 H２２ ①１基、②１基　計2基 － ①9基、②１基、③１基　計11基 ①10基、②11基、③35基　計56基 各4基　計36基 ①24基、②24基、③24基　計72基

H２３ ③1基 ①15基 ④3基 ①7基、②8基、③27基　計42基 6基 －

H２４ ※H24.12に①の木材交換、H25.3に②③に木材設置 ②7基、③1基　計8基 ⑤5基 － 4基 －

H２５ － － ⑤5基 － 8基 －

　製作・設置費
①6,405千円/基、②6,300千円/基、

③6,930千円/基
①1,190千円/基、②1,330千円/基、

③1,880千円/基
①②③：約1,695千円/基

④1,623千円/基、⑤1,104千円/基
H22年分：平均56千円/基
H23年分：平均87千円/基

　①②③195千円/基、④469千円/基
　⑤⑥ 494千円/基、⑦368千円/基
　⑧⑨ 392千円/基　など

①92千円/基、②128千円/基、③120千円/基

　設置水深 ①10ｍ(砂地)、②③10ｍ(転石・ガラモ場) ①42ｍ(砂地)、②③25ｍ(砂地) 10～12ｍ
H22年分：20～23ｍ（砂地）
H23年分：9～10ｍ（砂地）

13ｍ（砂泥・貝殻,近傍魚礁）、13m（砂地）、
17ｍ（砂泥）、15ｍ（砂・貝殻、近傍磯場）

1.1ｍ（砂地、覆砂地）

設置1年目 ①3.6 ①68.7、②19.4、③28.7 － ③0.04 7.7（スギ）、9.1（ヒノキ）　※H25増殖礁ベース ①8.39（スギ皮付）、0.14（粗朶）
設置2年目 ①5.7 ① 3.7、② 7.1、③ 8.2 ⑤22.0（スギ）、29.1（ヒノキ） ③0.04 20.8（スギ）、13.9（ヒノキ） ①0.12（スギ皮付）、0.17（粗朶）
設置3年目 － ① 5.4、②   －、③   - ⑤48.0（スギ）、　--------- ③0.01 10.6（スギ）、10.6（ヒノキ） ①0.16（スギ皮付）、0.05（粗朶）

　産卵場効果
　（H25.2月調査時）
　②③ヤリイカ卵のう塊計10万個（礁本体下面）
　①③カサゴ抱卵（胎仔）個体確認

－
　・ヤリイカの卵のう塊を増殖礁下部で確認
　・カサゴ等の成魚の出現（今後検討）

アオリイカ（梶賀湾）
推定産卵数(個/年・基)：4,310（3年平均）

期待漁獲量：6.0kg/基
イカ類の産卵なし

エビ類の抱卵個体確認
抱卵個体数（尾/地点）：5.8（3年平均）

　稚魚等育成効果 －
マアジ・イサキ幼魚を100尾以上観察する年が
あり、効果が期待される

①カサゴ、②イセエビ
推定尾数(尾/年･基)：①91、②8（3年平均）

期待漁獲量(kg/年・基)：①5.0、②1.2

イセエビ（梶賀湾）
推定尾数(尾/年・基)：0.04（3年平均）

期待漁獲量(kg/年･基)：1kg以下

餌料培養礁型
カサゴ：2年目以降80～120尾/基（年平均）
メバル：2年目以降160～220尾/基（年平均）

ヤマトシジミ稚貝（①実験区Ⅰ、②実験区Ⅱ）
出現個体数(個/m2)：①383、②923（3年平均）

木材耐久年数（予想） 2～3年 5年以上 3年
1年（産卵用枝葉部）
2年（丸太部　　　　 ）

2～3年 5年以上（食害なし）

表１（１）　各事例の事業概要一覧表
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増重量
(kg/基）

（分散型）

（集中型）
（3m交差型） （3m格子型）

（3m外面格子型）

（木材+貝殻ﾕﾆｯﾄ型）

（木材+貝殻ﾕﾆｯﾄ型（改2））

（木材単独型） （餌料培養礁型）

（ﾋｭｰﾑ管型） （最終形：餌料培養型）

H25年開発・設置分

（井桁型）

（柵型） （複合型）



　事業実施主体 株式会社 海中景観研究所 伊予灘松山地区海の種場つくり有志会 三崎漁業協同組合 長崎県漁場整備開発協会 アイワ産業株式会社 雲仙森林組合

　都道府県・市町 島根県隠岐郡隠岐の島町 愛媛県松山市 愛媛県西宇和郡伊方町 長崎県対馬市 長崎県対馬市 長崎県雲仙市

　事業計画期間 平成22～26年度 平成22～26年度 平成22～26年度 平成22～26年度 平成22～25年度 平成22～25年度

株式会社海中景観研究所
しまね漁業協同組合西郷支所
隠岐島後森林組合
隠岐の島町、島根県
島根県隠岐水産高等学校
鳥取大学工学部海岸工学研究室（○）

松山市漁業協同組合
松山流域森林組合
松山市
オリエンタル・テクノ株式会社
税理士事務所
新井技術士事務所（○）

三崎一本釣協議会
三崎漁業協同組合
八西森林組合
伊方町
愛媛県（○）

長崎県漁場整備開発協会
対馬森林組合
上県町漁業協同組合
特定非営利活動法人　NAGASAKI-SEA-PARA　NET
社団法人　水産土木建設技術センター　長崎支所
対馬市
長崎県
アドバイザー：長崎大学客員教授（○）

上県漁業協同組合
アイワ産業株式会社
対馬市
東海大学水産学部（○）

雲仙森林組合
橘湾東部漁業協同組合
社団法人　長崎県港湾漁港建設業協会
全日本漁港建設協会　長崎県支部
雲仙市
長崎県
アドバイザー：長崎大学水産学部（○）

　対象魚種 メバル、カサゴ、ハタ類、メジナ、マダイ、ヒラメ メバル、カサゴ、マダイ、キジハタ マアジ、イサキ、カサゴなど ブリ、イシダイ、カワハギ、マハタ、イカ類 タイ、カサゴ、アオリイカ、その他有用種（イサキ・カワハギ等） タイ、カサゴ、他有用魚種（イサキ・メバル・カワハギ等）、（イカ）

　期待される増殖効果 魚体重の増加効果 魚体重の増加効果 魚体重の増加効果・産卵場効果 魚体重の増加効果・産卵場効果・稚魚等育成効果 魚体重の増加・産卵場効果 魚体重の増加効果・（産卵場効果）

①スギ型、②タケ型、③対照礁
④スギ型(改)、⑤タケ型(改)、⑥対照礁

    ①ﾋﾉｷ型、②ｽｷﾞ型、③対照礁、
    ④ﾋﾉｷ型(改)、⑤ｽｷﾞ型(改)、
    ⑥対照礁(改)

①井桁型、②井桁型（改） ①スギ型、②ヒノキ型、③対照礁 ①EN300型、②対照礁(同型)、③N200BS-2型
①スギ型、②ヒノキ型、

③スギ型(改)、④ヒノキ型(改)

①②③(縦)4.0m×(横)4.0m×(高)3.0m
④⑤⑥(縦)4.0m×(横)4.0m×(高)5.0m

(縦)6m×(横)6m×(高)3m
①(縦)4.4m×(横)4.4m×(高)3.50m
①(縦)4.4m×(横)4.4m×(高)3.65m

 　 (縦)4.0m×(横)4.0m×(高)4.0m
①②(縦)9.00m×(横)9.00m×(高)3.0m
③　(縦)8.25m×(横)8.25m×(高)5.0m

(縦)2.9m×(横)2.9m×(高)3.0m

　増殖礁の空m3/基
①②11.6空m3/基、③7.1空m3/基、
④⑤22.2空m3/基、⑥13.6空m3/基

68.53空m3/基
①67.76空m3/基
②70.66空m3/基

64空m3/基
①②187.42空m3/基
③　 193.80空m3/基

25.25空m3/基

　木材の種類 スギ、タケ ヒノキ、スギ スギ スギ、ヒノキ スギ、ヒノキ スギ、ヒノキ

①1.92m3/基、31.7m2/基、16.6％
②0.96m3/基、30.9m2/基、　8.3％
③3.84m3/基、61.8m2/基、17.3％
④1.92m3/基、61.0m2/基、　8.6％

4.28m3/基、103.47m2/基、6.2％
※④⑤木材補充後：5.5m3/基、135.07m2/基

①8.96m3/基、158.99m2/基、13.2％
②8.96m3/基、158.99m2/基、12.7％

4.062m3/基、118.52m2/基、6.3％
①4.14m3/基、42m2/基、2.24％

③15.37m3/基、218m2/基、7.93％
2.8m3/基、75m2/基、11％

※改良型に別途各木材の枝葉が収容される

　木材交換方法 ユニット引き上げによる木材交換 ①②交換なし、④⑤潜水作業による補充・交換 木材交換なし 木材交換なし ユニット引き上げor潜水作業による取付（検討中） 潜水作業によるユニット（パネル）木材交換

　製作基数 H２２ － － ①50基 ①5基、②１基、③6基　　計12基 ①2基、②1基　　計3基 ①5基、②5基　計10基

H２３ ①4基、②4基、③4基　計12基 ①2基、②2基、③１基　計5基 ②15基 － ③1基 ③1基、④1基、計2基

H２４ ④3基、⑤3基、⑥3基　計9基 ④1基、⑤1基、⑥1基　計3基 － － － －

H２５ － － － － － －

　設置基数 H２２ － － ①50基 ①5基、②１基、③6基　　計12基 ①2基、②1基　　計3基 ①5基、②5基　計10基

H２３ ①4基、②4基、③4基　計12基 ①2基、②2基、③１基　計5基 ②15基 － ③1基 ③1基、④1基、計2基

H２４ ④3基、⑤3基、⑥3基　計9基 ④1基、⑤1基、⑥1基　計3基 － － － －

H２５ － － － － － －

　製作・設置費
　　　①1,105千円/基、②1,300千円/基、
　　　③737千円/基、④1,406千円/基、
　　　⑤1,747千円/基、⑥918千円/基

①3,400千円/基、②3,368千円/基、
③2,904千円/基、④3,369千円/基、
⑤3,369千円/基、⑥2,958千円/基

①840千円/基、②1,099千円/基 923千円/基
①3,913千円/基
②3,833千円/基

①②2,173千円/基
③④2,562千円/基

　設置水深
①②③：9ｍ（砂地・周辺藻場）

④⑤⑥：14ｍ（砂地、周辺藻場）
①②③：20ｍ（砂地）
④⑤⑥：10ｍ（砂地）

①60～65ｍ（伊予灘）
②60～65ｍ（宇和海）

30～31ｍ（砂地） 20ｍ（砂礫及び小岩） 15～18m（マリーナ海域内）

設置1年目 ①0.77、②1.18 ①9.71、②5.81、④42.0、⑤8.95 ①20.5、② 2.1 ①21.6、②18.2 ①9.83(スギ)、13.92（ヒノキ) ①20.8、②18.4、③3.3、④6.8
設置2年目 ①5.93、②3.98 ①9.75、②7.08、④   -、⑤   - ① 4.4、② 2.2 ①7.76、②6.78 ②8.11(スギ)、17.03(ヒノキ) ①1.7、②2.4、③2.3、④3.7
設置3年目 － － ① 1.9、②   - ①2.42、②2.04 － ①35.6、②2.77、③--、④--

　産卵場効果 － －
成熟したマアジ産卵群確認（GSI3以上）

産卵後のイサキ個体群確認（退化卵確認）
イカ類の産卵なし

アオリイカ
推定産卵数(個/年・基)：444,800（③増殖礁）

期待漁獲量：621kg/基
（イカ類の産卵なし）

　稚魚等育成効果 － － －
マハタ幼魚

推定尾数：1.3尾/年･基
（現地調査3年平均）

－
イサキ幼魚（その他カサゴ・マダイ・メバル等）
推定尾数（尾/年･基）：①80、②140（3年平

均）

　木材食害状況 不明（検討中） 5年（検討中） 5年 4.5年（スギ）、3.5年（ヒノキ） 3～5年 不明（検討中）

※両タイプの
各3基のうち1基
は対照礁として
木材なしの礁体
を製作。

　製作した木材増殖礁の
　イメージ

表１（2）　各事例の事業概要一覧表

　協議会構成員

※(○)は増殖効果等に関する
技術的アドバイザー

木
材
増
殖
礁
の
概
要

　増殖礁の種類

　増殖礁の規格

　木材の使用量
(容量・表面積・使用率)

効
果
検
証
結
果

木材による
増重量
(kg/基）

（スギ型）

（タケ型）

（対照礁）

（ヒノキ型、スギ型）

（対照礁）

（EN300型）

（N200BS‐2型）

（スギ型・ヒノキ型）

（枝葉入り型）



　事業実施主体 木材活用増殖礁沖縄地域協議会 全国内水面漁業協同組合連合会 伊豆漁業協同組合
株式会社マルイチ，日本リーフ株式会社，

オリエンタル・テクノ株式会社

　都道府県・市町 沖縄県島尻郡与那原町 東京都港区(試験区は新潟県魚野川) 静岡県西伊豆町 兵庫県あわじ市

　事業計画期間 平成22～26年度 平成24～26年度 平成24～26年度 平成22～26年度

与那原・西原町漁業協同組合
佐敷中城漁業協同組合
与那原町、沖縄県
株式会社 仲本工業、株式会社 神戸製鋼所
神鋼建材工業株式会社
アドバイザー：琉球大学名誉教授、県森林緑
地課・北部農林水産振興ｾﾝﾀｰ（○）

　　魚沼漁業協同組合
　　北陸粗朶業振興組合
　　新潟県内水面水産試験場（○）
　　魚沼市
　　長岡技術科学大学（○）
　　徳島大学（○）

　　伊豆漁業協同組合
　　伊豆森林組合
　　株式会社鉄組潜水工業所
　　全日本漁港建設協会静岡支部
　　静岡県
　　西伊豆町
　　アドバイザー：東海大学海洋学部（○）

　　　株式会社マルイチ
　　　日本リーフ株式会社
　　　オリエンタル・テクノ株式会社
　　　沼島漁業協同組合
　　　新井技術士事務所

　対象魚種 ハタ類、ヘダイ、イサキ類、タカサゴ、アジ類、イセエビ アユ、ヤマメ、ウグイ、コイ科稚魚など アオリイカ、カワハギ、カサゴ マアジ、メバル、カサゴ、マダイ、ブリ、カンパチ

　期待される増殖効果 魚体重の増加効果・稚魚等育成効果 生息環境改善効果(隠れ場･体重増加・稚魚等育成効果) 産卵場効果・魚体重の増加効果・幼稚魚等育成効果 魚体重の増加効果

①ユニット併用型、
②ユニット単体型、③ユニット一体型

粗朶沈床
①三角井桁組枝葉付き立木型

②三角井桁組枝葉付き立木型（改）
①間伐リーフ、②対照礁1型（栗石）、

③対照礁2型（枠のみ）

(縦)6.0m×(横)6.0m×(高)2.9m (縦)10.5m×(横)2.3m×(高)0.9m (一辺)4m正三角形×(高)3m  　(縦)6.0m×(横)6.0m×(高)2.9m

　増殖礁の空m3/基 ①③80.1空m3/基、②18.1空m3/基 1.43m3/基（粗朶部の空間を除く） 11.4空m3/基（立木部除く） 39.6空m3/基

　木材の種類 イタジイ、イジュ クリ、ナラ等の広葉樹 スギ、ヒノキ、ヤマモモ、孟宗竹、シイ スギ

①  6.4m3/基、176.99m2/基、 7％
②  6.4m3/基、176.99m2/基、32％
③14.4m3/基、397.97m2/基、18％

　　　　粗朶：10.36m3/基、224.66m2/基
　　　　小杭：1.59m3/基、160.57m2/基
　　　　棚粗朶：0.135m3/基、21.72m2/基
　　　　※木材使用率：全体65.5％

①②構造材：1.06m3/基、28.26m2/基
①②立木：0.24m3/基、8.48m2/基
②木材収容カゴ：0.70m3/基、18.84m2/基
※木材使用率：①15.7%、②24.1%

5.03m3/基、105.5m2/基、12.7％

　木材交換方法 ①②ユニット引き上げ、③潜水作業による交換 木材交換なし （構造体）ユニット交換　（立木）潜水作業交換 増殖礁引き上げによる木材交換

　製作基数 H２２ ①2基、②2基　計4基 － － ①1基、②1基、③1基

H２３ ③2基 － － －

H２４ － 3基 9基 －

H２５ － － 4基 －

　設置基数 H２２ ①2基、②2基　計4基 － － ①1基、②1基、③1基

H２３ ③2基 － － －

H２４ － 3基 9基 －

H２５ － － 4基 －

　製作・設置費
①5,146千円/基、

②1,589千円/基、③6,100千円/基
722千円/基 ①534千円/基、②678千円/基

①2,729千円/基、②2,413千円/基、
③2,213千円/基

　設置水深 6ｍ（砂質、透明度低）、6ｍ（砂礫、透明度高） 魚野川右岸　水際部 10～12ｍ（砂地） 15ｍ（砂地）

設置1年目 ①②55.8（モクマオウ）、13.9（イジュ）※与那 ①3.6（スギ）、1.3（タケ） ① 5.6
設置2年目 ①②18.2（モクマオウ）、23.9（イジュ）※与那 ①3.9（スギ）、5.4（タケ） ①14.7
設置3年目 － － ①11.8

　産卵場効果 － －
アオリイカ

推定産卵数：17千個/年・基（スギ2カ年平均）
－

　稚魚等育成効果 タカサゴ（その他メアジ、ギンガメアジ等）・エビ類 － 木材収容カゴ内で幼魚を確認 －

　木材食害状況 5年（検討中） －
1年（産卵用立木   ）
3年（構造体部木材）

5年

－

　製作した木材増殖礁の
　イメージ

表１（3）　各事例の事業概要一覧表

　協議会構成員

※(○)は増殖効果等に関する
技術的アドバイザー

木
材
増
殖
礁
の
概
要

　増殖礁の種類

　増殖礁の規格

　木材の使用量
(容量・表面積・使用率)

効
果
検
証
結
果

木材による
増重量
(kg/基）

（併用型） （単独型）

（一体型）

（井桁+立木型）

（井桁+立木型（改））


