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政策手段(事業)名 水産業振興総合対策推進 政策手段所管課名 水産庁 研究指導課

指導費補助金

政 (1)目的 「水産物の安定供給の確保」及び「水産業の健全な発展」という水

策 産基本法に掲げる理念と施策の基本方向を具体化した水産基本計画 平（

手 成14年3月26日閣議決定）においては、水産動植物の増殖及び養殖の

段 推進に資するため、魚礁設置、増養殖場造成等の漁場整備を計画的に

の 推進するとともに、水産業の健全な発展に資する技術の研究開発とそ

概 の実用化活動を推進することとしている。

要 水産資源の維持・増大を目的とした漁場整備は、これまで主に浅海

域を対象として実施されてきたが、近年、我が国周辺水域での水産資

源が減少していることから、水深100～200mの大水深域等をはじめと

する沖合域での漁場整備の必要性が高まっている。沖合域では、沈設

型魚礁等の浅海域で用いられてきた整備手法の適用が困難であること

から、沖合域における新たな漁場整備手法の技術開発が求められてお

り、漁港漁場整備にかかる国としての基本的な考え方を示した漁港漁

場整備基本方針（平成14年3月7日策定）においても海域の基礎生産力

の増大等を目的とした沖合域での漁場開発技術の開発と普及を推進す

る旨が規定されているところである。

、 、本施策では 沖合域における漁場整備手法の技術開発の一環として

大水深域において魚類の蝟集効果や水産資源の増殖効果を有する人工

海中林造成にかかる技術開発を目的とする。

(2)内容 「新素材利用高機能沿整施設の開発」

〔施策の対象〕大水深域の漁場の造成

補助先： 社）マリノフォーラム２１（

ABS樹脂等の新素材を用いた長さ50～100mの線状構造物を実証海域

に設置することにより、施設の設計・製作・設置にかかる技術の確立

を図るとともに、水産資源の増殖効果の確認等を行い、人工海中林型

の漁場造成手法の開発を行う。

(3)達成目標 大水深域における新たな漁場造成技術の開発

①人工海中林の設計・製作・設置技術の確立

②人工海中林による表・中・底層魚の蝟集・増殖効果の確認

③人工海中林施設の設計、製作、設置マニュアル及び人工海中林漁場

造成マニュアルの作成

政策目標との関連 政策分野名 指標名 目標値 実績値 達成度及び

（平成１５年度） (目標年度) 達成ランク

水産技術の開 ①新たに開 116件/5年 件/年

発 発した技術

数
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②特許出願 81件/5年 件/年

数

③主要学会 1.1件/人 件/人

誌掲載論文

数

事業効果と政策目 人工海中林漁場造成技術の確立

標等との関係（概

念図） 大水深域（水深100～200ｍ）における魚類の蝟集、水産資源の増

殖を目的とした漁場造成の実施

水産業の健全な発展・水産物の安定的な供給の確保

事業予算等の推移 13年度 14年度 15年度

（直近３カ年） 予算額 執行額 88,440千円 70,963千円 54,290千円（ ）

75,859千円 (60,830千円) (48,967千円)（ ）

地区数 １ １ １

事業の効率性を

示す指標の推移

※15年度は当初予算額

事業のこれまでの ①人工海中林の設計・製作・設置技術の確立

具体的成果 人工海中林を構成する線状構造物を平成13年2基、平成14年7基、平

成15年3基の計12基を設計・製作し、長崎県福江島沖の実証海域に整

備した。現在、設計・製作・設置法の技術マニュアルの作成を行って

いるところであり、平成16年度までに取りまとめる予定。

②人工海中林の効果の把握

人工海中林の魚類蝟集効果、水産資源の増殖効果を確認するため、以下

の調査を実施した。

ⅰ）標本船効果調査

一本釣り及び曳縄の試験操業を平成13年7月（人工海中林2基設置）

以降行っている。人工海中林設置海域の底質は砂質域であり、従来よ

り漁場としては全く利用されておらず、かつ、人工海中林単独で、蝟

集効果を把握するために天然の瀬等から十分離れた地点で既存の漁業

権を侵さない地点とした。

人工海中林がほぼ群体として形成された平成14年8月以降について

の平均単位努力量当たりの漁獲量は、8.8kg/日（平成14年8月～平成

16年1月の平均）となった。砂質域には生育分布しない岩礁性の強い

魚種も季節により漁獲されるようになった他、人工海中林の高さの効

果によるものと考えられるヨコワ（マグロの幼魚 、カツオ、シイラ）

等回遊魚も漁獲されるようになり、全く漁場として利用されていない

海域においても、人工海中林が群体としてほぼ形成されてからは、多

様な魚種がコンスタントに漁獲されるようになった。
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また、付近の一本釣り、曳縄漁の好漁場として利用されている天然

礁 平均単位努力量当たりの漁獲量は、 kg/日であり、人工海中林の 8.4

は天然礁とほぼ同等の効果があることが確認された。

ⅱ）蝟集効果調査

漁船に備え付けの魚群探知機を用い、人工海中林設置場所を中心と

して、魚群の蝟集状況を確認した。底層及び中層にマアジ等の濃厚な

魚群が確認された。

ⅲ）水中ソナーによる調査

人工海中林を中心として水中ソナーに強い反応がみられ、人工海中

林に魚類が蝟集していることが確認され、その効果範囲は人工海中林

を中心に、概ね100m程度と推測された。

ⅳ）水中ビデオ撮影による調査

ウマズラハギ、石鯛、アジ等が撮影されるなど、人工海中林の蝟集

効果が確認された。

ⅴ）付着生物調査

平成13年度に設置された人工海中林に付着する生物を調査した。平

成15年6月調査時点（設置後１年）で約276kgの付着生物量があると

推定され、平成14年6月調査時（設置後1年）の写真と比較し、付着生

物量が増加していることが確認された。これらの付着生物がさまざま

な生物の餌となって水産資源の増殖効果が期待できる他、人工海中林

の餌場機能が今後さらに発揮されると期待される。

ⅵ）底質・ベントス（底生生物）調査

ベントス量は変化がないものの、底質の有機物含有量を示す強熱減

量（藻類等の発生量を推定する指標）は増加しており、今後、底生魚

類の餌場機能を有するものと期待され、水産資源の増殖効果が見込ま

れる。

③論文等の実績

別紙のとおり水産工学会において「人工海中林構造物の設計手法」

と題して論文を発表。また、人工魚礁としての特許を申請中である。

(1)必要性 ①公益性

本施策において、これまで未開発であった、大水深域における新た

な漁場整備に係る技術開発を行うものであり、水産資源の増大と利用

の促進等の公益性を有する。

評 ②官民の役割分担

本施策は、海上での実証実験を実施するなど大きなコストが係るハ

価 イリスクの技術開発であることから一民間企業が実施するのは極めて

困難であるので、国の支援により取り組むべき性格のものである。

結 ③国と地方の役割分担

我が国周辺水域の水産資源は厳しい状況にあることから、沖合域に

果 おける漁場整備の必要性が高まっている。これまで高層魚礁や人工マ

ウンド等の技術が開発されているが、海域の特性や対象魚種等の多様

性に対応した効率的な漁場整備手法が必要である。このため、本施策
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では、大水深域を対象として面的な広がりを有する効率的な漁場整備

手法として、新素材を用いた線状構造物を群体配置する人工海中林造

成の技術開発を行うものであり、我が国周辺水域における水産資源の

維持・増大を図る施策として国が積極的に取り組むべきものである。

本施策により、大水深域の漁場整備技術が開発されれば、地方は当該

、 。技術を用いて 地方の実態に応じた漁場造成を行うことが可能となる

④緊急性の有無

我が国周辺水域の水産資源は減少しており、新たな漁場整備技術の

開発は緊急の課題である。

⑤他の類似施策

なし

(2)有効性 ①人工海中林を構成する線状構造物を設計・製作し、実証海域におい

て設置した。これらの知見を平成16年度までに技術マニュアルとして

とりまとめる予定。

、 、 、②人工海中林の効果を把握するため 標本船効果調査 蝟集効果調査

水中ソナーによる調査、水中ビデオ撮影による調査を実施しており、

表・中・底層魚の蝟集効果が確認され、また、蝟集範囲も最大100m程

度と確認できた。投資効率は今後の魚群量の増大により十分期待でき

る。

③魚類の餌として資源量の増大に寄与する付着生物および間隙生物の

付着が観測された。底質の有機物量は増加傾向にあり、人工海中林の

餌場機能・資源増殖機能の発揮が期待される。

④これまで漁場整備が進んでこなかった大水深域を立体的かつ高度に

利用する人工海中林について、魚類の蝟集効果・水産資源の増殖効果

が確認されており、新たな漁場整備手法の確立が期待される。

人工海中林は平成１５年６月で完成しており、群として機能を発揮し、⑤

人工海中林自体の生物付着量が今後増加することにより、蝟集・資源増殖

効果がさらに高まるものと考えられる。

現在調査中の資源培養機能や今まで沖合海域にまで出漁していたヨコワ

漁等の操業が比較的沿岸部で可能になるため、漁業経費削減効果も期待さ

れる。

また、事業化に向けては、天然礁の位置を考慮に入れ、既存の人工魚礁

を有効に配置することにより、更なる漁獲増加が見込まれる。

(3)効率性 ①効果とコストの関係に関する分析

本施策は自然環境の厳しい海洋分野で実施するハイリスクの技術開

発であり、加えて、我が国の２００海里水域内の新たな漁場の創造と

いう国策であることから、本来であれば国がその全てを自ら行うべき

性格のものである。しかしながら、その緊急性から我が国の持ちうる

技術を総結集して取り組む方が効率的であるとの観点から試験研究機

関、大学及び民間企業の協力を得ながら技術開発を取り組んでいると
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ころである。本施策は、受益の範囲を考慮し、地方公共団体、民間企

業の負担を得て取り組んでいる。

②手段の適正性

本施策は、大水深域における、新たな漁場造成手法の開発を行うた

め、実海域において、実証化試験を行い、本施策の効果の検証を行う

必要があり、税制・財投・規制緩和等その他の措置による代替的措置

は考えられない。

③施策を効率的に行った実績

本事業は平成１２年度から１６年度までの継続事業であり、5年間

の年次計画に基づいて計画的に事業を進めている。

本事業の事業実施主体であるＭＦ２１で水産増殖研究会を設置し、

効率的な事業が行われるよう検討会等を行っている。

(4)その他

( ､ )公正性 優先性等

政策手段の改善の 平成15年度の効果調査において、確認された人工海中林による蝟集

必要性、その内容 効果、増殖効果等をより詳細に把握するため、平成16年度においても

及びその理由 引き続き、蝟集効果・増殖効果等の把握を行う。

政策評価総括組織 （１）必要性

（企画評価課長） 水産資源を持続的に利用しつつ、国民の需要に即した漁業活動が行

の所見 われるようにするためには、水産動植物の生息環境を保全・創造する

ことが必要となっている。

本事業は、これまで漁場開発が進んでいなかった水深１００～２０

０ｍの水域を利用するために用いる技術の開発であり、沖合域での漁

場を開発する場合の技術の選択の幅を広げる観点で、必要性は認めら

れる。

また、本事業で目標とされていた人工海中林の設計・製作・設置技

術の確立、蝟集効果の確認など、おおむね当初予定されていたとおり

進展しており、１６年度においては人工海中林の蝟集・増殖効果を詳

、 、 、細に把握し 事業を終了することとしていることから １７年度以降

本事業を実施する必要性は低下している。

（２）有効性

本事業で開発された人工海中林は、魚群の蝟集、付着生物や底生生

物の資源の増加が確認又は推定されており、一定の有効性は認められ

る。

また、１６年には開発された人工海中林の効果を詳細に把握を行う

こととしており、以降引き続き本事業を継続する有効性は低下してい

る。

なお、本事業で開発された技術は、地方公共団体等が行う漁場整備

で活用されることを期待しているものであるから、今後は、関係機関
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の技術者等に１６年度までの調査結果等を公開し、期待される成果が

得られたかどうか評価を受けることが有効である。

（３）効率性

本事業は、試験研究機関、大学及び民間企業の協力を得て、それぞ

れが有する技術・知見を集結するとともに、実施者の受益の範囲を考

慮して地方公共団体、民間の負担を得て取り組んでいることから、一

定の効率性は認められる。

（４）総括意見

【廃止】

本事業は、所期の目的を達成しつつあり、１７年度以降、引き続き

実施する必要性は低下していることから廃止を前提に検討することが

必要である。

なお、本事業の成果の有効性については、地方公共団体等の評価、

漁場整備事業への活用状況について検証していく必要がある。
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新素材高機能沿整施設の開発

大水深域（概ね100～200m）における漁場造成のための技術開発

人工海中林イメージ図

設置位置

（ ）長崎県五島列島福江島沖

人工海中林施設一覧

長崎県五島沖に沈設予定の海中林施設


