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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前後及び左右に適宜な間隔をあけて立設された略角柱状の縦枠と、前記縦枠の上部にお
いて、縦枠の間に架け渡された略角柱状の上横枠と前記縦枠の下部において縦枠の間に架
け渡された略角柱状の下横枠とにより略立方体の枠体を形成され、前記枠体の側面で前記
縦枠と上横枠及び下横枠との間に略柱状の十字状枠を設けられ、前記枠体の側面に、略方
形の窓孔を形成され且つ縦枠と横枠との間には空間部を形成された、略立方体の枠体であ
る、コンクリートにより形成された立方体枠と、
　前記立方体枠の開口状態の上部において、枠体の上部との間に空間部を有するように、
立方体枠に固定された、鋼鉄製上部隠影形成体と、
　立方体枠の中間部において、枠体を上下に区分し、上部空間部及び下部空間部を有する
ように、立方体枠に固定された中間棚とを備え、
　立方体枠の枠内は、中間棚を介して形成された上部空間部が、前記窓孔を通って魚類が
遊泳するように形成され、
　上部隠影形成体は、太陽光が遮られて隠影が形成されるように空間が形成され、中間棚
は、底が網目状で上部開口部を有する鋼製箱状体であり、前記箱状体の中に餌生物の付着
面積を多くするための塊が積載された、人工魚礁。
【請求項２】
　上部隠影形成体は、立方体枠の上部の平面形状に対応し、立方体枠より小さい板状体で
、貫通孔からなる空間が穿設されている、請求項１に記載の人工魚礁。
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【請求項３】
　上部隠影形成体は、複数の柱状体が、間隔をおいて立方体枠の上部に架け渡されている
、請求項１に記載の人工魚礁。
【請求項４】
　上部隠影形成体は、立方体枠の上部に設けられた横枠に固定された、請求項３に記載の
人工魚礁。
【請求項５】
　中間棚は、網目状で、その上部に、自然石若しくは貝殻などの塊が載置された、請求項
１ないし請求項４のいずれかに記載の人工魚礁。
【請求項６】
　中間棚は、底が網目状で、上部開口部を有する箱状で、請求項５に記載の人工魚礁。
【請求項７】
　中間棚は、立方体枠の中間部に設けられた横枠に固定された、請求項１ないし請求項６
のいずれかに記載の人工魚礁。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、人工魚礁に関し、特に例えば、海底に沈設して魚場の改良をするに適する
角型コンクリート魚礁に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、大型のコンクリート魚礁を海底に沈設させるに際しては、その魚礁を目的海域ま
で船で運搬し、そこでクレーン等により魚礁を吊下し、その吊下状態のままで海底まで沈
下させてゆくという方法が採られている。このようにすると、深海の深い場所では長大な
ワイヤーロープを必要とし、又その巻下げ、巻上げに多大な動力を要するため、魚礁の沈
設作業が大掛かりとなり、その作業に多くの時間と労力を費して作業能率を向上すること
とができないばかりでなく、沈設作業に要する費用も莫大をものとなるという欠点がある
。
【０００３】
　そこで、魚礁の沈設に際し、魚礁をクレーン等によって吊下しながら海面近くの海中に
一担沈下させ、その後はクレーンによる吊下を解いて投下させることにより魚礁の自重に
よって沈落させ、しかも海中での沈落時に魚礁が横転してその横転状態のままで海底に沈
設されることのないように直立状態を保持したままで垂直に沈落させ、その直立した正置
の状態で予め設置した沈設位置に設置できるようにしようとする魚礁が提案されている。
【０００４】
【特許文献１】実公昭５８－２８５２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、このような従来の魚礁では、魚類の寄りつきが充分ではないという不都
合がある。
　人工魚礁として、魚類の安息可能な棲息域を形成して多くの魚類の寄りつきをよくし、
長期間に亘って海水の流通をよくし、内部まで餌生物の付着面積を拡大して培養魚礁の効
果を持続することができる人工魚礁が望まれている。
【０００６】
　それゆえに、この発明の主たる目的は、魚類の安息可能な棲息域を形成して多くの魚類
の寄りつきをよくし、長期間に亘って海水の流通をよくし、内部まで餌生物の付着面積を
拡大して培養魚礁の効果を持続することができる人工魚礁を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　この発明の請求項１にかかる人工魚礁は、前後及び左右に適宜な間隔をあけて立設され
た略角柱状の縦枠と、前記縦枠の上部において、縦枠の間に架け渡された略角柱状の上横
枠と前記縦枠の下部において縦枠の間に架け渡された略角柱状の下横枠とにより略立方体
の枠体を形成され、前記枠体の側面で前記縦枠と上横枠及び下横枠との間に略柱状の十字
状枠を設けられ、前記枠体の側面に、略方形の窓孔を形成され且つ縦枠と横枠との間には
空間部を形成された、略立方体の枠体である、コンクリートにより形成された立方体枠と
、前記立方体枠の開口状態の上部において、枠体の上部との間に空間部を有するように、
立方体枠に固定された、鋼鉄製上部隠影形成体と、立方体枠の中間部において、枠体を上
下に区分し、上部空間部及び下部空間部を有するように、立方体枠に固定された中間棚と
を備え、立方体枠の枠内は、中間棚を介して形成された上部空間部が、前記窓孔を通って
魚類が遊泳するように形成され、上部隠影形成体は、太陽光が遮られて隠影が形成される
ように空間が形成され、中間棚は、底が網目状で上部開口部を有する鋼製箱状体であり、
前記箱状体の中に餌生物の付着面積を多くするための塊が積載された、人工魚礁である。
　この発明の請求項２にかかる人工魚礁は、　上部隠影形成体は、立方体枠の上部の平面
形状に対応し、立方体枠より小さい板状体で、貫通孔からなる空間が穿設されている、請
求項１に記載の人工魚礁である。
　この発明の請求項３にかかる人工魚礁は、上部隠影形成体は、複数の柱状体が、間隔を
おいて立方体枠の上部に架け渡されている、請求項１に記載の人工魚礁である。
　この発明の請求項４にかかる人工魚礁は、上部隠影形成体は、立方体枠の上部に設けら
れた横枠に固定された、請求項３に記載の人工魚礁である。
　この発明の請求項５にかかる人工魚礁は、中間棚は、網目状で、その上部に、自然石若
しくは貝殻などの塊が載置された、請求項１ないし請求項４のいずれかに記載の人工魚礁
である。
　この発明の請求項６にかかる人工魚礁は、中間棚は、底が網目状で、上部開口部を有す
る箱状で、請求項５に記載の人工魚礁である。
　この発明の請求項７にかかる人工魚礁は、中間棚は、立方体枠の中間部に設けられた横
枠に固定された、請求項１ないし請求項６のいずれかに記載の人工魚礁である。
【発明の効果】
【０００８】
　この発明によれば、魚礁の沈設に際し、クレーン等により吊下した魚礁を海底に着底さ
せる。
　そして、人工魚礁として魚類の安息可能な棲息域を形成して多くの魚類の寄りつきをよ
くし、長期間に亘って海水の流通をよくし、内部まで餌生物の付着面積を拡大して培養魚
礁の効果を持続することができる。
【０００９】
　この発明の上述の目的、その他の目的、特徴および利点は、図面を参照して行う以下の
発明を実施するための最良の形態の説明から一層明らかとなろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　図１は、この発明の人工魚礁の斜視図である。図２は、この発明の人工魚礁の分解斜視
図である。図３は、この発明の人工魚礁の利用方法を示す斜視図である。図４は、この発
明の人工魚礁の海底への沈設の方法を示す図解図である。図５は、この発明の人工魚礁の
海底への沈設の方法を示す図解図である。
　この角型コンクリート人工魚礁１０は、等長（約４ｍ）で等幅に垂直に立設した四本の
縦枠１２と、同縦枠１２と等長で等幅で、縦枠１２の間に架け渡された四本の上横枠１４
および四本の下横枠１６とにより、略立方体（正六面体）の枠体１８が形成されている。
　そして、略立方体の枠体１８の上面２０および下面２２をそのままの開口状態に形成さ
れ、かつ各側面２４にはそれぞれ等形状の十字状枠２６が縦枠１２と上横枠１４及び下横
枠１６との間に設けられ、十字状枠２６の中心の中央の交差部２６ａを側面２４の中央に
位置させることにより、各側面２４に等形状の略方形窓孔２８を開口させ、各側面２４相
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互間の形状を同一にさせている。
　前記縦枠１２、上横枠１４、下横枠１６および十字状枠２６は、それぞれ内部に鉄筋を
配筋させた鉄筋コンクリートにより製作される。
【００１１】
　縦枠１２、上横枠１４、下横枠１６及び十字状枠２６は、いずれも略角柱状であり、縦
枠１２、上横枠１４、下横枠１６及び十字状枠２６の外表面及び内表面は平面状につなが
っている。
　十字状枠２６は、中央の交差部２６ａから上下・左右に同一の長さが延伸され、中央の
交差部２６ａから縦枠１２に向けて伸びる横架部２６ｂの上面は平面状に形成されている
。また、十字状枠２６は、中央の交差部２６ａから上横枠１４及び下横枠１６に向けて伸
びる支持脚２６ｃによって補強されている。
　縦枠１２、上横枠１４、下横枠１６および十字枠２６が連結された各隅部には、補強用
の三角片３０が形成され、隅部の応力集中を防止させている。
【００１２】
　このようにして形成した立方体の枠体１８の上面には、その四隅部分に環金具３２が埋
設固定され、その各環金具３２には等長に形成した繋策３４が繋着されている。
　各繋索３４の先端には、掛け輪３６が設けられ、同掛け輪３６をワイヤーロープ３８の
先端に設けたフック４０に引掛けて、このワイヤーロープ３８をクレーン等で巻取ること
により立方体の枠体１８を吊上げるものである。なお、この場合各繋索３４の先端は立方
体の枠体１８の上面２０中心の上方にまとめられた状態となり、安定した状態が得られる
。
【００１３】
　立方体の枠体１８の上部に、上部隠影形成体５０が固定されている。上部隠影形成体５
０は、複数の鋼鉄製等辺山形鋼等の断面Ｌ字型の柱状体５０ａが適宜な間隔をあけて、上
横枠１４の間に水平に架け渡されている。
　上部隠影形成体５０は、渦潮を発生させるために断面Ｌ字型の柱状体が間隔をおいて固
定プレート５０ｂに固着され、固定プレート５０ｂとともに上横枠１４の上面に固定され
て上部隠影形成体５０が形成されている。
　したがって、上横枠１４と上部隠影形成体５０との間及び上部隠影形成体５０を構成す
る柱状体５０ａ相互の間には空間が形成され、上部隠影形成体５０の下部に形成された上
部空間部６０内に海水が流入・流出し易く、渦流が発生して、魚が集まってくる。
　そして、上部空間部６０には、上部隠影形成体５０によって太陽光が遮られて隠影が形
成され、魚がその中にとどまり易い。
【００１４】
　立方体の枠体１８の中間には、立方体の枠体１８を上下に区分する中間棚７０が水平に
設けられている。
　中間棚７０は、底が網目状で上部開口部を有する箱状体であり、その中には、直径が約
５ｃｍから１５ｃｍの自然石若しくは貝殻などの塊Ｂが積載されている。
　中間棚７０は、長手方向の両端において十字状枠２６の横架部２６ｂの上面に載置され
、横架部２６ｂの外面との間に架け渡された固定プレート７２により固定されている。
　中間棚７０は、積載された塊Ｂが落下しないように、側面をＣ型鋼製枠体７０ａで囲い
、金属質の網７０ｂをＣ型鋼製枠体７０ａの下部に敷き、上部を網７４で覆って固定して
いる。
　中間棚７０は、単に魚類の安息可能な棲息域を形成して魚礁として機能するだけでなく
、積載された自然石の孔や各塊Ｂの間に生育する餌が豊富にあって魚類の寄りつきをよく
し、魚礁機能を高くする。
　中間棚７０は、立方体の枠体１８を上下に区分するような形で中間部にあって海底より
比較的高い位置にあるから、海底から舞い上がる浮泥の影響を受け難く、海水の循環をよ
くし、生物の生育性がよい。また、浮泥が沈着し難く海水の流通をよくし、内部まで餌生
物の付着面積を拡大し、長期間の培養魚礁効果を持続する。
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【００１５】
　中間棚７０の下側には下部空間部６２が形成され、餌料培養礁の中間棚７０の周囲によ
り多く魚類が蝟集し、さらに、下部空間部６２にはこれらの小魚を餌料とする主に海底付
近に棲息する底棲大型魚類が蝟集する。
　こうした餌料培養礁の中間棚７０の周囲に蝟集する種々の魚類が、人工魚礁１０の内側
に形成される上部空間部６０及び下部空間部６２に継続的に滞留し、上部空間部６０及び
下部空間部６２が魚類の育成域として機能する。また、立方体の枠体１８の開口部たる窓
孔２８を通って魚類が遊泳し、人工魚礁１０の魚礁効果を高めることができる。
【００１６】
　また、餌料培養礁たる中間棚７０は、立方体の枠体１８の中間部分に嵩上げされ、藻類
の成育しにくい深い水深帯に沈設したとしても、十字状枠２６の支持脚２６ｃによって支
持される餌料培養礁たる中間棚７０を藻の成育に適した水深帯に保持することができる。
　このため、餌料培養礁に藻が着生し、藻場を造成することができ、有用魚類の稚魚など
の繁殖環境を広げることができる。
　中間棚７０から、渦流が上がって、上部空間部６０に、微生物やプランクトンが集り、
上部空間部６０に集ったプランクトンは上部の隠影形成体５０により、より上方に浮遊し
てゆくことを妨げられて、上部空間部６０に滞留するので、微生物やプランクトンを求め
て魚が集まってくるため、集魚効果が高くなる。
【００１７】
　この人工魚礁１０は、所要個数の人工魚礁１０を船に積載して目的海域まで運搬し、そ
こでクレーン等を使用して徐々に海中に沈設するものである。
　また、人工魚礁１０が海底に着地する際に生ずる衝撃に対しては、各側面２４に設けた
十字状枠２６がその衝撃方向と同一方向に設けられていることから、十分にその衝撃力に
対抗することができ、又さらに立方体の枠体１８の下面２２が開口しているので海底地形
に凹凸がある場合でも安定した設置状態が得られるのである。
【００１８】
　そして、前記したようにして立方体の枠体１８が正常の状態で海底に垂直に設置される
ことから、その各側面２４に設けた十字状枠２６を全て渦流発生の機能を有する枠体とし
て利用することができ、いづれの方向からの潮流に対しても確実に対応して渦流を生起す
ることができ、また渦の拡がりが妨げられることがないので広範囲に亘って渦流を発生さ
せることができるのである。
　したがって、こうして人工魚礁１０を海底に沈設することにより、多毛類，小型甲殻類
等を増殖させ、これを餌料とする有用魚類の稚魚などが周囲に蝟集する。
【００１９】
　次に、この発明にかかる他の実施の形態たる人工魚礁について説明する。
　図６は、この発明の人工魚礁の斜視図である。図７は、この発明の人工魚礁の分解斜視
図である。図８は、この発明の人工魚礁の利用方法を示す斜視図である。図９は、この発
明の人工魚礁の海底への沈設の方法を示す図解図である。図１０は、この発明の人工魚礁
の海底への沈設の方法を示す図解図である。
　この角型コンクリート人工魚礁１１０は、等長（約４ｍ）で等幅に垂直に立設した四本
の縦枠１１２と、同縦枠１１２と等長で等幅で、縦枠１１２の間に架け渡された四本の上
横枠１１４および四本の下横枠１１６とにより、略立方体（正六面体）の枠体１１８が形
成されている。
　そして、略立方体の枠体１１８の上面１２０および下面１２２をそのままの開口状態に
形成され、かつ各側面１２４にはそれぞれ等形状の十字状枠１２６が縦枠１１２と上横枠
１１４及び下横枠１１６との間に設けられ、十字状枠１２６の中心の中央の交差部１２６
ａを側面１２４の中央に位置させることにより、各側面１２４に等形状の略方形窓孔１２
８を開口させ、各側面１２４相互間の形状を同一にさせている。
　前記縦枠１１２、上横枠１１４、下横枠１１６および十字状枠１２６は、それぞれ内部
に鉄筋を配筋させた鉄筋コンクリートにより製作される。
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【００２０】
　縦枠１１２、上横枠１１４、下横枠１１６及び十字状枠１２６は、いずれも略角柱状で
あり、縦枠１１２、上横枠１１４、下横枠１１６及び十字状枠１２６の外表面及び内表面
は平面状につながっている。
　十字状枠１２６は、中央の交差部１２６ａから上下・左右に同一の長さが延伸され、中
央の交差部１２６ａから縦枠１１２に向けて伸びる横架部１２６ｂの上面は平面状に形成
されている。また、十字状枠１２６は、中央の交差部１２６ａから上横枠１１４及び下横
枠１１６に向けて伸びる支持脚１２６ｃによって補強されている。
　縦枠１１２、上横枠１１４、下横枠１１６および十字枠１２６が連結された各隅部には
、補強用の三角片１３０が形成され、隅部の応力集中を防止させている。
【００２１】
　このようにして形成した立方体の枠体１１８の上面には、その四隅部分に環金具１３２
が埋設固定され、その各環金具１３２には等長に形成した繋策１３４が繋着されている。
　各繋索１３４の先端には、掛け輪１３６が設けられ、同掛け輪１３６をワイヤーロープ
１３８の先端に設けたフック１４０に引掛けて、このワイヤーロープ１３８をクレーン等
で巻取ることにより立方体の枠体１１８を吊上げるものである。なお、この場合各繋索１
３４の先端は立方体の枠体１１８の上面１２０中心の上方にまとめられた状態となり、安
定した状態が得られる。
【００２２】
　枠体１１８は、その内部に、上部隠影形成体１５０及び中間棚１７０を支持するために
、鋼鉄製の断面ロ字型の柱状体を略立方体状に組み合わせてなる支持部材１８０が配設さ
れている。
　支持部材１８０は、上部の左右一対の上横枠１１４間に架け渡された第１上支持材１８
２ａと第２上支持材１８２ｂと、前記第１上支持材１８２ａと第２上支持材１８２ｂ間に
架け渡された第３上支持材１８２ｃ及び第４上支持材１８２ｄとを備えている。
　また、支持部材１８０は、下部の左右一対の下横枠１１６間に架け渡された第１下支持
材１８４ａと第２下支持材１８４ｂと、前記第１下支持材１８４ａと第２下支持材１８４
ｂ間に架け渡された第３下支持材１８４ｃ及び第４下支持材１８４ｄとを備えている。
　更に、前記第１上支持材１８２ａと第１下支持材１８４ａ間に架け渡された第１縦支持
材１８６ａ及び第２縦支持材１８６ｂと、前記第２上支持材１８２ｂと第２下支持材１８
４ｂ間に架け渡された第３縦支持材１８８ａと第４縦支持材１８８ｂとを備えている。
【００２３】
　上部隠影形成体１５０は、立方体の枠体１１８の上部に、立方体の枠体１１８との間に
空間部を有して固定されている。上部隠影形成体１５０は、鋼鉄製の平面ロ字型の板状体
１５０ａが、上横枠１１４の間で、第１上支持材１８２ａと第２上支持材１８２ｂとの間
で、第３上支持材１８２ｃと第４上支持材１８２ｄとの間であって、第１上支持材１８２
ａと第２上支持材１８２ｂと第３上支持材１８２ｃと第４上支持材１８２ｄとにより囲繞
された領域に水平に設けられている。
　上部隠影形成体１５０は、軽量化とともに人工魚礁１１０を海底に沈設するとき海水の
抵抗を減らすために、平面ロ字型の板状体が上横枠１１４の上面に固定されて上部隠影形
成体１５０が形成されている。
　したがって、上横枠１１４と上部隠影形成体１５０との間及び上部隠影形成体１５０を
構成する板状体１５０ａの中央の貫通孔からなる開口部１５０ｂには空間が形成され、上
部隠影形成体１５０の下部に形成された上部空間部１６０内に海水が流入・流出し易く、
渦流が発生して、魚が集まってくる。
　そして、上部空間部１６０には、上部隠影形成体１５０によって太陽光が遮られて隠影
が形成され、魚がその中にとどまり易い。
【００２４】
　中間棚１７０は、立方体の枠体１１８の中間に、立方体の枠体１１８を上下に区分する
ように水平に設けられている。
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　中間棚１７０は、底が網目状で上部開口部を有する箱状体であり、その中には、直径が
約５ｃｍから１５ｃｍの自然石若しくは貝殻などの塊Ｂが積載されている。
　中間棚１７０は、第１縦支持材１８６ａ、第２縦支持材１８６ｂ、第３縦支持材１８８
ａ及び第４縦支持材１８８ｂの中間に固定されている。
　中間棚１７０は自然石若しくは貝殻などの塊Ｂが落下しないように、金属製の網１７４
で外周を覆っている。
　中間棚１７０は、単に魚類の安息可能な棲息域を形成して魚礁として機能するだけでな
く、積載された自然石の孔や各塊Ｂの間に生育する餌が豊富にあって魚類の寄りつきをよ
くし、魚礁機能を高くする。
　中間棚１７０は、立方体の枠体１１８を上下に区分するような形で中間部にあって海底
より比較的高い位置にあるから、海底から舞い上がる浮泥の影響を受け難く、海水の循環
をよくし、生物の生育性がよい。また、浮泥が沈着し難く海水の流通をよくし、内部まで
餌生物の付着面積を拡大し、長期間の培養魚礁効果を持続する。
【００２５】
　中間棚１７０の下側には下部空間部１６２が形成され、餌料培養礁の中間棚１７０の周
囲により多く魚類が蝟集し、さらに、下部空間部１６２にはこれらの小魚を餌料とする主
に海底付近に棲息する底棲大型魚類が蝟集する。
　こうした餌料培養礁の中間棚１７０の周囲に蝟集する種々の魚類が、人工魚礁１１０の
内側に形成される上部空間部１６０及び下部空間部１６２に継続的に滞留し、上部空間部
１６０及び下部空間部１６２が魚類の育成域として機能する。また、立方体の枠体１１８
の開口部たる窓孔１２８を通って魚類が遊泳し、人工魚礁１１０の魚礁効果を高めること
ができる。
【００２６】
　また、餌料培養礁たる中間棚１７０は、立方体の枠体１１８の中間部分に嵩上げされ、
藻類の成育しにくい深い水深帯に沈設したとしても、十字状枠１２６の支持脚１２６ｃに
よって支持される餌料培養礁たる中間棚１７０を藻の成育に適した水深帯に保持すること
ができる。
　このため、餌料培養礁に藻が着生し、藻場を造成することができ、有用魚類の稚魚など
の繁殖環境を広げることができる。
　中間棚１７０から、渦流が上がって、上部空間部１６０に、微生物やプランクトンが集
り、上部空間部１６０に集ったプランクトンは上部の隠影形成体１５０により、より上方
に浮遊してゆくことを妨げられて、上部空間部１６０に滞留するので、微生物やプランク
トンを求めて魚が集まってくるため、集魚効果が高くなる。
【００２７】
　次に、この発明にかかる他の実施の形態たる人工魚礁について説明する。
　図１１は、この発明の人工魚礁の斜視図である。
　この図１１図示角型コンクリート人工魚礁２１０は、図６及び図７図示実施の形態の人
工魚礁１１０と同様な構造を有しており、等長（約４ｍ）で等幅に垂直に立設した四本の
縦枠２１２と、同縦枠２１２と等長で等幅で、縦枠２１２の間に架け渡された四本の上横
枠２１４および四本の下横枠２１６とにより、略立方体（正六面体）の枠体２１８が形成
されている。
　そして、略立方体の枠体２１８の上面２２０および下面２２２をそのままの開口状態に
形成され、かつ各側面２２４にはそれぞれ等形状の十字状枠２２６が縦枠２１２と上横枠
２１４及び下横枠２１６との間に設けられ、十字状枠２２６の中心の中央の交差部２２６
ａを側面２２４の中央に位置させることにより、各側面２２４に等形状の略方形窓孔２２
８を開口させ、各側面２２４相互間の形状を同一にさせている。
　前記縦枠２１２、上横枠２１４、下横枠２１６および十字状枠２２６は、それぞれ内部
に鉄筋を配筋させた鉄筋コンクリートにより製作される。
【００２８】
　縦枠２１２、上横枠２１４、下横枠２１６及び十字状枠２２６は、いずれも略角柱状で
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あり、縦枠２１２、上横枠２１４、下横枠２１６及び十字状枠２２６の外表面及び内表面
は平面状につながっている。
　十字状枠２２６は、中央の交差部２２６ａから上下・左右に同一の長さが延伸され、中
央の交差部２２６ａから縦枠２１２に向けて伸びる横架部２２６ｂの上面は平面状に形成
されている。また、十字状枠２２６は、中央の交差部２２６ａから上横枠２１４及び下横
枠２１６に向けて伸びる支持脚２２６ｃによって補強されている。
　縦枠２１２、上横枠２１４、下横枠２１６および十字枠２２６が連結された各隅部には
、補強用の三角片２３０が形成され、隅部の応力集中を防止させている。
【００２９】
　このようにして形成した立方体の枠体２１８の上面には、その四隅部分に環金具２３２
が埋設固定され、その各環金具２３２には等長に形成した繋策２３４が繋着されている。
　各繋索２３４の先端には、掛け輪２３６が設けられている。そして、図１０において示
すように、同掛け輪２３６をワイヤーロープ１３８の先端に設けたフック１４０に引掛け
て、このワイヤーロープ１３８をクレーン等で巻取ることにより立方体の枠体２１８を吊
上げるものである。なお、この場合各繋索２３４の先端は立方体の枠体２１８の上面２２
０中心の上方にまとめられた状態となり、安定した状態が得られる。
【００３０】
　枠体２１８は、その内部に、上部隠影形成体２５０を支持するために、鋼鉄製の断面ロ
字型の柱状体を略立方体状に組み合わせてなる支持部材２８０が配設されている。
　支持部材２８０は、図６及び図７図示実施の形態の人工魚礁１１０と同様な構造を有し
ており、上部の左右一対の上横枠２１４間に架け渡された第１上支持材２８２ａと第２上
支持材２８２ｂと、前記第１上支持材２８２ａと第２上支持材２８２ｂ間に架け渡された
第３上支持材２８２ｃ及び第４上支持材２８２ｄとを備えている。
　また、支持部材２８０は、下部の左右一対の下横枠２１６間に架け渡された第１下支持
材２８４ａと第２下支持材２８４ｂと、前記第１下支持材２８４ａと第２下支持材２８４
ｂ間に架け渡された第３下支持材２８４ｃ及び第４下支持材２８４ｄとを備えている。
　更に、前記第１上支持材２８２ａと第１下支持材２８４ａ間に架け渡された第１縦支持
材２８６ａ及び第２縦支持材２８６ｂと、前記第２上支持材２８２ｂと第２下支持材２８
４ｂ間に架け渡された第３縦支持材２８８ａと第４縦支持材２８８ｂとを備えている。
【００３１】
　上部隠影形成体２５０は、図６及び図７図示実施の形態の人工魚礁１１０と同様な構造
を有しており、立方体の枠体２１８の上部に、立方体の枠体２１８との間に空間部を有し
て固定されている。上部隠影形成体２５０は、鋼鉄製の平面ロ字型の板状体２５０ａが、
上横枠２１４の間で、第１上支持材２８２ａと第２上支持材２８２ｂとの間で、第３上支
持材２８２ｃと第４上支持材２８２ｄとの間であって、第１上支持材２８２ａと第２上支
持材２８２ｂと第３上支持材２８２ｃと第４上支持材２８２ｄとにより囲繞された領域に
水平に設けられている。
　上部隠影形成体２５０は、軽量化とともに人工魚礁２１０を海底に沈設するとき海水の
抵抗を減らすために、平面ロ字型の板状体が上横枠２１４の上面に固定されて上部隠影形
成体２５０が形成されている。
　したがって、上横枠２１４と上部隠影形成体２５０との間及び上部隠影形成体２５０を
構成する板状体２５０ａの中央の貫通孔からなる開口部２５０ｂには空間が形成され、上
部隠影形成体２５０の下部に形成された上部空間部２６０内に海水が流入・流出し易く、
渦流が発生して、魚が集まってくる。
　そして、上部空間部１６０には、上部隠影形成体２５０によって太陽光が遮られて隠影
が形成され、魚がその中にとどまり易い。
【００３２】
　立方体の枠体２１８の中間には、立方体の枠体２１８を上下に区分する中間棚２７０が
水平に設けられている。
　中間棚２７０は、図１及び図２図示実施の形態の人工魚礁の中間棚７０と同様な構造を
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有しており、底が網目状で上部開口部を有する箱状体であり、その中には、直径が約５ｃ
ｍから１５ｃｍの自然石若しくは貝殻などの塊Ｂが積載されている。
　中間棚２７０は、長手方向の両端において十字状枠２２６の横架部２２６ｂの上面に載
置され、横架部２２６ｂの外面との間に架け渡された固定プレート２７２により固定され
ている。
　中間棚２７０は、積載された塊Ｂが落下しないように、側面をＣ型鋼製枠体２７０ａで
囲い、金属質の網２７０ｂをＣ型鋼製枠体２７０ａの下部に敷き、上部を網２７４で覆っ
て固定している。
　中間棚２７０は、単に魚類の安息可能な棲息域を形成して魚礁として機能するだけでな
く、積載された自然石の孔や各塊Ｂの間に生育する餌が豊富にあって魚類の寄りつきをよ
くし、魚礁機能を高くする。
　中間棚２７０は、立方体の枠体２１８を上下に区分するような形で中間部にあって海底
より比較的高い位置にあるから、海底から舞い上がる浮泥の影響を受け難く、海水の循環
をよくし、生物の生育性がよい。また、浮泥が沈着し難く海水の流通をよくし、内部まで
餌生物の付着面積を拡大し、長期間の培養魚礁効果を持続する。
【００３３】
　中間棚２７０の下側には下部空間部２６２が形成され、餌料培養礁の中間棚２７０の周
囲により多く魚類が蝟集し、さらに、下部空間部２６２にはこれらの小魚を餌料とする主
に海底付近に棲息する底棲大型魚類が蝟集する。
　こうした餌料培養礁の中間棚２７０の周囲に蝟集する種々の魚類が、人工魚礁２１０の
内側に形成される上部空間部２６０及び下部空間部２６２に継続的に滞留し、上部空間部
２６０及び下部空間部２６２が魚類の育成域として機能する。また、立方体の枠体２１８
の開口部たる窓孔２２８を通って魚類が遊泳し、人工魚礁２１０の魚礁効果を高めること
ができる。
【００３４】
　また、餌料培養礁たる中間棚２７０は、立方体の枠体２１８の中間部分に嵩上げされ、
藻類の成育しにくい深い水深帯に沈設したとしても、十字状枠２２６の支持脚２２６ｃに
よって支持される餌料培養礁たる中間棚２７０を藻の成育に適した水深帯に保持すること
ができる。
　このため、餌料培養礁に藻が着生し、藻場を造成することができ、有用魚類の稚魚など
の繁殖環境を広げることができる。
　中間棚２７０から、渦流が上がって、上部空間部２６０に、微生物やプランクトンが集
り、上部空間部２６０に集ったプランクトンは上部の隠影形成体２５０により、より上方
に浮遊してゆくことを妨げられて、上部空間部２６０に滞留するので、微生物やプランク
トンを求めて魚が集まってくるため、集魚効果が高くなる。
【００３５】
　この人工魚礁２１０は、所要個数の人工魚礁２１０を船に積載して目的海域まで運搬し
、そこでクレーン等を使用して徐々に海中に沈設するものである。
　また、人工魚礁２１０が海底に着地する際に生ずる衝撃に対しては、各側面２２４に設
けた十字状枠２２６がその衝撃方向と同一方向に設けられていることから、十分にその衝
撃力に対抗することができ、又さらに立方体の枠体２１８の下面２２２が開口しているの
で海底地形に凹凸がある場合でも安定した設置状態が得られるのである。
　第１上支持材２８２ａと第２上支持材２８２ｂと第３上支持材２８２ｃとは、略平行に
上横枠２１４に架け渡され、補強のために、第４上支持材２８２ｄが第１上支持材２８２
ａと第２上支持材２８２ｂとの間において、及び第５上支持材２８２ｅが第２上支持材２
８２ｂと第３上支持材２８２ｃとの間において、第１上支持材２８２ａと第２上支持材２
８２ｂ及び第２上支持材２８２ｂと第３上支持材２８２ｃに直交する方向に、架け渡され
ている。
【００３６】
　なお、前記実施の形態の人工魚礁２１０は、次のように変形してもよい。
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　例えば、図１２ないし図１５に示すように、枠体２１８は、その上部に、上部隠影形成
体２５０を支持するようにしてもよい。
　上部隠影形成体２５０は、図１２ないし図１５において示すように、立方体の枠体２１
８との間に空間部を有して固定されている。上部隠影形成体２５０は、枠体２１８の上面
に固定された鋼鉄製の第１上支持材２８２ａと第２上支持材２８２ｂと第３上支持材２８
２ｃとの間において、立方体の枠体２１８の上部に、水平に設けられている。
【００３７】
　この発明は、前記実施の形態に限らず、この発明の思想に基づき、種々変更することも
可能である。
　例えば、十字状枠２６は、第１図に示すように縦枠１２および上横枠１４、下横枠１６
の中央にその端部を連設した文字通りの十字枠ではなく、側面２４の対角線上に設けたＸ
字枠としてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００３８】
　この発明にかかる魚礁は、魚礁の上部には上部隠影形成体が形成されるとともに中間棚
に自然石若しくは貝殻などの塊が形成されており、蝟集魚の餌となる微小生物がこの中間
棚に発生又は周囲部に浮遊し、蝟集魚の餌が安定的に確保できる。またこの魚礁内部及び
その周辺に、隠影の濃さが中断と下段において相違する領域が形成されるため、それぞれ
の蝟集魚の習性に合った隠れ場所や安息場所が確保される。このことから、この魚礁は、
漁獲増大の魚礁として、また、幼稚仔魚の育成場所として利用できるので、漁獲の増大と
水産資源の維持回復を効果的に向上させることに利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】この発明の人工魚礁の斜視図である。
【図２】この発明の人工魚礁の分解斜視図である。
【図３】この発明の人工魚礁の利用方法を示す斜視図である。
【図４】この発明の人工魚礁の海底への沈設の方法を示す図解図である。
【図５】この発明の人工魚礁の海底への沈設の方法を示す図解図である。
【図６】この発明の人工魚礁の斜視図である。
【図７】この発明の人工魚礁の分解斜視図である。
【図８】この発明の人工魚礁の利用方法を示す斜視図である。
【図９】この発明の人工魚礁の海底への沈設の方法を示す図解図である。
【図１０】この発明の人工魚礁の海底への沈設の方法を示す図解図である。
【図１１】この発明の人工魚礁の別の実施の形態である人工魚礁を示す図であり、（　　
Ａ）はその斜視図解図であり、（Ｂ）はその中間棚の一部の斜視図解図である。
【図１２】（Ａ）は、この発明の人工魚礁の別の実施の形態である人工魚礁の正面図　　
解図であり、（Ｂ）は、その平面図解図である。
【図１３】この発明の人工魚礁の別の実施の形態である人工魚礁の図１２図示人工魚　　
礁の側面図解図である。
【図１４】図１２図示人工魚礁の斜視図である。
【図１５】図１２図示人工魚礁の一部を断面とした斜視図解図である。
【符号の説明】
【００４０】
　１０，１１０，２１０　人工魚礁
　１２，１１２，２１２　縦枠
　１４，１１４，２１４　上横枠
　１６，１１６，２１６　下横枠
　１８，１１８，２１８　枠体
　２０，１２０，２２０　上面
　２２，１２２，２２２　下面
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　２４，１２４，２２４　側面
　２６，１２６，２２６　十字状枠
　２６ａ，１２６ａ，２２６ａ　中央の交差部
　２６ｂ，１２６ｂ，２２６ｂ　横架部
　２６ｃ，１２６ｃ，２２６ｃ　支持脚
　２８，１２８，２２８　窓孔
　３０，１３０，２３０　三角片
　３２，１３２，２３２　環金具
　３４，１３４，２３４　繋策
　３６，１３６，２３６　掛け輪
　３８，１３８　ワイヤーロープ
　４０，１４０　フック
　５０，１５０，２５０　上部隠影形成体
　５０ａ　柱状体
　５０ｂ，７２，１５０ｂ，１７２　固定プレート
　６０，１６０，２６０　上部空間部
　６２，１６２，２６２　下部空間部
　７０，１７０，２７０　中間棚
　７０ａ，２７０ａ　Ｃ型鋼製枠体
　７０ｂ，２７０ｂ　網
　７４，１７４，２７４　網
　１５０ａ，２５０ａ　板状体
　１５０ｂ，２５０ｂ　開口部
　１８０　支持部材
　１８２ａ，２８２ａ　第１上支持材
　１８２ｂ，２８２ｂ　第２上支持材
　１８２ｃ，２８２ｃ　第３上支持材
　１８２ｄ，２８２ｄ　第４上支持材
　２８２ｅ　第５上支持材
　１８４ａ，２８４ａ　第１下支持材
　１８４ｂ，２８４ｂ　第２下支持材
　１８４ｃ，２８４ｃ　第３下支持材
　１８４ｄ，２８４ｄ　第４下支持材
　１８６ａ，２８６ａ　第１縦支持材
　１８６ｂ，２８６ｂ　第２縦支持材
　１８８ａ，２８８ａ　第３縦支持材
　１８８ｂ，２８８ｂ　第４縦支持材
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