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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
コンクリート製の魚礁用ブロックであって、その横断面形状が多角形である本体部と、当
該本体部の外周部の一部から当該外周部に連なって下方に且つ内側に向かって延びる外側
面を有する脚部二つ以上とを備え、当該本体部のその下方に脚部を有しない部分には本体
部の上面と下面とを直線的に繋ぐ貫通孔が一つ以上形成されており、当該貫通孔の少なく
とも一部には木質系材料が充填されており、木質系材料の端部は前記本体部の上面及び／
又は下面から突出していてもよく、但し、下面から突出している部分の高さは前記脚部の
高さ以下であることを特徴とする魚礁用ブロック。
【請求項２】
前記本体部の外周部の少なくとも一部が内側に向かう傾斜面となっている、請求項１に記
載の魚礁用ブロック。
【請求項３】
二つの脚部を備え、それらの脚部は、その外側面が、前記本体部の下面の多角形形状の相
向かい合う二辺ａ，ｂのそれぞれから内側に向かって傾斜しつつ下方に延びている、請求
項１又は２に記載の魚礁用ブロック。
【請求項４】
請求項１乃至３のいずれか一項に記載の第一の魚礁用ブロックであって、その本体部の横
断面形状が正方形であるものを海底又は浜に設置し、その上に、請求項１乃至３のいずれ
か一項に記載の第二の魚礁用ブロックであって、その本体部の横断面形状が正方形である
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ものを載置し、さらに、必要に応じて第三以降の魚礁用ブロックも同様に載置することを
特徴とし、ここで、前記木質系材料の前記本体部の上面及び／又は下面から突出している
部分の高さは魚礁用ブロックの積重ねに支障のない高さである、人工魚礁の構築方法。
【請求項５】
前記第二の魚礁用ブロックが前記第一の魚礁用ブロックよりも小さく、さらに、必要に応
じて載置される第三以降の魚礁用ブロックも順次小さくなっていく、請求項４に記載の人
工魚礁の構築方法。
【請求項６】
請求項１乃至３のいずれか一項に記載の第一の魚礁用ブロックであって、その本体部の横
断面形状は、相向かい合う二つの長辺と、それらの長辺に対して直角の相向かい合う二つ
の短辺と、長辺と短辺との間に位置する四つの辺からなる八角形であり、前記本体部の下
面の八角形形状の短辺から当該本体部の外周部に連なって内側に向って傾斜しつつ下方に
延びる外側面を有する脚部二つを有する第一の魚礁用ブロック二つを、それら二つの第一
の魚礁用ブロックの前記八角形の長辺同士が平行となるように且つ近接して海底又は浜に
設置し、その上に、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の第二の魚礁用ブロックであっ
て、その本体部の横断面形状は、相向かい合う二つの長辺と、それらの長辺に対して直角
の相向かい合う二つの短辺と、長辺と短辺との間に位置する四つの辺からなる八角形であ
り、前記本体部の下面の八角形形状の短辺から当該本体部の外周部に連なって内側に向っ
て傾斜しつつ下方に延びる外側面を有する脚部二つを有する第二の魚礁用ブロック一つ又
は二つを、第一の魚礁用ブロックの脚部と第二の魚礁用ブロックの脚部とが互いに直角と
なるように、そして、第二の魚礁用ブロックを二つ用いる場合には、それら二つの第二の
魚礁用ブロックの前記八角形の長辺同士が平行となるように且つ近接して載置し、さらに
、必要に応じて第三以降の魚礁用ブロックも同様に載置することを特徴とし、ここで、前
記木質系材料の前記本体部の上面及び／又は下面から突出している部分の高さは魚礁用ブ
ロックの積重ねに支障のない高さであり、また、魚礁用ブロック一つのみを載置した場合
には、その一つのみの魚礁用ブロック上に魚礁ブロック二つが載置されることはない、人
工魚礁、突堤又は離岸堤の構築方法。
【請求項７】
請求項１乃至３のいずれか一項に記載の第一の魚礁用ブロックであって、その本体部の横
断面形状は、相向かい合う二つの長辺と、それらの長辺に対して直角の相向かい合う二つ
の短辺と、長辺と短辺との間に位置する四つの辺からなる八角形であり、前記本体部の下
面の八角形形状の短辺から当該本体部の外周部に連なって内側に向って傾斜しつつ下方に
延びる外側面を有する脚部二つを有する第一の魚礁用ブロック三つ以上を、前記八角形の
長辺同士が平行となるように且つ近接して海底又は浜に設置し、端部に設置された第一の
魚礁用ブロック(I)とその隣りに設置された第一の魚礁用ブロック(II)の上には、請求項
１乃至３のいずれか一項に記載の第二の魚礁用ブロックであって、その本体部の横断面形
状は、相向かい合う二つの長辺と、それらの長辺に対して直角の相向かい合う二つの短辺
と、長辺と短辺との間に位置する四つの辺からなる八角形であり、前記本体部の下面の八
角形形状の短辺から当該本体部の外周部に連なって内側に向って傾斜しつつ下方に延びる
外側面を有する脚部二つを有する第二の魚礁用ブロック(I)を、前記第一の魚礁用ブロッ
ク(I)、(II)の脚部と当該第二の魚礁用ブロック(I)の脚部とが互いに直角となるように且
つ同様の方向に第二の魚礁用ブロック(II)を載置できる空間を空けて載置し、第二の魚礁
用ブロック(II)は、前記第二の魚礁用ブロック(I)に対し、前記八角形の長辺同士が平行
となるように且つ近接して、且つ第二の魚礁用ブロック(I)の前記八角形の長辺の長さ方
向に約１／２だけずらして第一の魚礁用ブロック(II)及びその隣りの第一の魚礁用ブロッ
ク(III)の上に載置し、更に第一の魚礁用ブロック(IV)以降が海底又は浜に設置されてい
る場合には、第二の魚礁用ブロック(III)以降も同様に載置することを含み、従って、両
端部の第一の魚礁用ブロックは、その上面の面積の１／２以上が第二の魚礁用ブロックが
載置されないために露出されており、ここで、前記木質系材料の前記本体部の上面及び／
又は下面から突出している部分の高さは魚礁用ブロックの積重ねに支障のない高さである
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、人工魚礁、突堤又は離岸堤の構築方法。
【請求項８】
請求項１乃至３のいずれか一項に記載の魚礁用ブロック二つ以上を、並置し及び／又は積
重ねてなり、ここで、魚礁用ブロック二つ以上が積重ねられている場合には、前記木質系
材料の前記本体部の上面及び／又は下面から突出している部分の高さは魚礁用ブロックの
積重ねに支障のない高さである、人工魚礁、突堤又は離岸堤。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、魚礁用ブロックと、当該魚礁用ブロックを用いる人工魚礁の構築方法及び突
堤又は離岸堤の構築方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、魚類等の繁殖を促進するため、人工魚礁や人工藻場の構築が行われており、
そのような目的に使用される構造体も、多数提案されている。
【０００３】
　例えば特許文献１には、洞門・洞孔を設けたコンクリートブロック製の魚礁が開示され
ている。また、特許文献２には、上面から底面に向かって貫通する複数の貫通孔を設けた
コンクリートブロック製の藻場造成用ブロックであって、当該コンクリートブロックに鞘
パイプを貫通させ且つ当該鞘パイプ内に脚部を上下動自在に貫通させてなるものが開示さ
れている。これらの魚礁用ブロックでは、前記洞門・洞孔や貫通孔には海水が流入し、比
較的小さな魚類はこれら洞門等を通過する。
【０００４】
　一方、比較的大きな魚類や、砂に潜る生物のために、下部に空洞を設けたものも知られ
ている。そのような例として、前記特許文献１の魚礁において、洞門・洞孔を大きくした
ものが挙げられる。また、特許文献３に記載の藻場造成礁は、その基台として、複数の空
洞型魚礁ブックを使用している。さらに、特許文献４の図１に記載の人工魚礁は、その下
部に通路を有するものである。
【０００５】
　人工物である魚礁用ブロックの自然との調和や、海中における海藻の林の生成のために
、間伐材等の木質系材料の使用も提案されている。例えば特許文献５には、魚礁としても
用いられるコンクリートブロックであって、その一端はコンクリート中に埋設され、他端
はコンクリートブロックから突出している木を複数備えてなるものが開示されている。ま
た、前記特許文献４の図１には、コンクリートブロックから突出するようにブロック内に
配設された、Ｌ字形又はＴ字形の間伐材等の木質系材料を備える人工魚礁が開示されてい
る。請求項１２によると、この木質系材料は生物分解によって消滅し、木質系材料が存在
した個所は、最終的には通路となる。
【０００６】
　また、離岸堤等の海岸構造物を、藻場の基盤として利用しようとする提案もある。特許
文献６には、丸太木材を海岸構造物に固定することが記載されている。
【０００７】
【特許文献１】特開２００４－１２９６４２
【特許文献２】特開２００６－１９１８４７
【特許文献３】特開２００４－８９００８
【特許文献４】実開２００５－１４３４５７
【特許文献５】特開２００３－１６６２２６
【特許文献６】特開２００５－１１７９０１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００８】
　本発明の目的は、単独で又は組み合わせて人工魚礁として用いることのできる、製造が
容易で、海流に逆らわない構造の魚礁用ブロックと、そのような魚礁用ブロックを組み合
わせて用いる、人工魚礁を構築する方法及び突堤又は離岸堤の構築方法を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討し、本発明を完成させた。
　即ち第一の発明は、コンクリート製の魚礁用ブロックであって、その横断面形状が多角
形である本体部と、当該本体部の外周部の一部から当該外周部に連なって下方に且つ内側
に向かって延びる外側面を有する脚部二つ以上とを備え、当該本体部のその下方に脚部を
有しない部分には本体部の上面と下面とを直線的に繋ぐ貫通孔が一つ以上形成されている
ことを特徴とする魚礁用ブロックに関する。
【００１０】
　上記魚礁用ブロックは、下記（１）乃至（６）の中のいずれか、又はそれらの中の二つ
以上を組み合わせた態様であることができる：
（１）前記本体部の外周部の少なくとも一部が内側に向かう傾斜面となっているもの、
（２）二つの脚部を備え、それらの脚部は、その外側面が、前記本体部の下面の多角形形
状の相向かい合う二辺ａ，ｂのそれぞれから内側に向かって傾斜しつつ下方に延びている
もの、
（３）さらに、前記貫通孔に充填されている木質系材料であって、その端部は前記本体部
の上面及び／又は下面から突出していてもよく、但し、下面から突出している部分の高さ
は前記脚部の高さ以下であるものを有するもの、
（４）前記本体部の上面上に突起が形成されており、好ましくは、当該突起は平坦な頂上
部を有し且つ突起の高さは当該魚礁用ブロックの上に載置される魚礁用ブロックの脚部の
高さ以下であるもの、
（５）前記本体部自体の上方の一部が凹部となっており、当該凹部の位置及び大きさは、
前記魚礁用ブロックの上に載置される第二の魚礁用ブロックの脚部が載置され且つ固定さ
れるに適するものであるもの、及び
（６）さらに、前記本体部の下面の中央付近から下方に向かって延びる脚部を有するもの
。
【００１１】
　上記魚礁用ブロックにおいて、脚部の高さは１５乃至３０ｃｍであることが好ましく、
２０乃至２５ｃｍであることがさらに好ましい。また、上記魚礁用ブロックにおいて、貫
通孔の直径は１５乃至３０ｃｍであることが好ましく、２０乃至２５ｃｍであることがさ
らに好ましい。
【００１２】
　このような大きさは、魚類や甲殻類等の有価生物の大きさよりもに若干大である大きさ
である。換言すれば、有価生物が棲息するに適した空間を与える大きさである。
【００１３】
　また、第二の発明は、上記第一の発明に係る第一の魚礁用ブロックであって、その本体
部の横断面形状が正方形であるものを海底又は浜に設置し、その上に、上記第一の発明に
係る第二の魚礁用ブロックであって、その本体部の横断面形状が正方形であるものを載置
し、さらに、必要に応じて第三以降の魚礁用ブロックも同様に載置することを特徴とし、
ここで、貫通孔に木質系材料が充填されてなる魚礁用ブロックを使用する場合には、木質
系材料の突出部の高さは魚礁用ブロックの積重ねに支障のない高さである、人工魚礁の構
築方法に関する。
【００１４】
　本明細書において、「積重ねに支障のない高さ」とは、最上段のブロックの本体部の上
面から突出している木質系材料を除き、二つの魚礁用ブロックが積み重なられた際に、上
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下のブロックの本体部間の間隔が上限となる。また、木質系材料が本体部の上面から突出
しているブロックの上に、木質系材料が本体部の下面から突出しているブロックを積み重
ねる場合には、上下のブロックの突出部が重ならないように配置するとか、突出部の位置
が重なる場合には、下段のブロックの本体部の上面から突出している木質系材料の高さと
、上段のブロックの本体部の下面から突出している木質系材料の高さの合計が、上下のブ
ロックの本体部間の間隔以下となるような組合わせとする必要がある。
【００１５】
　第二の発明には、前記第二の魚礁用ブロックが前記第一の魚礁用ブロックよりも小さく
、さらに、必要に応じて載置される第三以降の魚礁用ブロックも順次小さくなっていく、
という態様も包含される。
【００１６】
　第三の発明は、上記第一の発明に係る第一の魚礁用ブロックであって、その本体部の横
断面形状は、相向かい合う二つの長辺と、それらの長辺に対して直角の相向かい合う二つ
の短辺と、長辺と短辺との間に位置する四つの辺からなる八角形であり、前記本体部の下
面の八角形形状の短辺から当該本体部の外周部に連なって内側に向って傾斜しつつ下方に
延びる外側面を有する脚部二つを有する第一の魚礁用ブロック二つを、それら二つの第一
の魚礁用ブロックの前記八角形の長辺同士が平行となるように且つ近接して海底又は浜に
設置し、その上に、上記第一の発明に係る第二の魚礁用ブロックであって、その本体部の
横断面形状は、相向かい合う二つの長辺とそれらの長辺に対して直角の相向かい合う二つ
の短辺と、長辺と短辺との間に位置する四辺からなる八角形であり、前記本体部の下面の
八角形形状の短辺から当該本体部の外周部に連なって内側に向って傾斜しつつ下方に延び
る外側面を有する脚部二つを有する第二の魚礁用ブロック一つ又は二つを、第一の魚礁用
ブロックの脚部と第二の魚礁用ブロックの脚部とが互いに直角となるように、そして、第
二の魚礁用ブロックを二つ用いる場合には、それら二つの第二の魚礁用ブロックの前記八
角形の長辺同士が平行となるように且つ近接して載置し、さらに、必要に応じて第三以降
の魚礁用ブロックも同様に載置することを特徴とし、ここで、貫通孔に木質系材料が充填
されてなる魚礁用ブロックを使用する場合には、木質系材料の突出部の高さは魚礁用ブロ
ックの積重ねに支障のない高さであり、また、魚礁用ブロック一つのみを載置した場合に
は、その一つのみ魚礁用ブロック上に魚礁ブロック二つが載置されることはない、人工魚
礁、突堤又は離岸堤の構築方法に関する。
【００１７】
　第四の発明は、上記第一の発明に係る第一の魚礁用ブロックであって、その本体部の横
断面形状は、相向かい合う二つの長辺と、それらの長辺に対して直角の相向かい合う二つ
の短辺と、長辺と短辺との間に位置する四つの辺からなる八角形であり、前記本体部の下
面の八角形形状の短辺から当該本体部の外周部に連なって内側に向って傾斜しつつ下方に
延びる外側面を有する脚部二つを有する第一の魚礁用ブロック三つ以上を、前記八角形の
長辺同士が平行となるように且つ近接して海底又は浜に設置し、端部に設置された第一の
魚礁用ブロック(I)とその隣りに設置された第一の魚礁用ブロック(II)の上には、上記第
一の発明に係る第二の魚礁用ブロックであって、その本体部の横断面形状は、相向かい合
う二つの長辺と、それらの長辺に対して直角の相向かい合う二つの短辺と、長辺と短辺と
の間に位置する四つの辺からなる八角形であり、前記本体部の下面の八角形形状の短辺か
ら当該本体部の外周部に連なって内側に向って傾斜しつつ下方に延びる外側面を有する脚
部二つを有する第二の魚礁用ブロック(I)を、前記第一の魚礁用ブロック(I)、(II)の脚部
と当該第二の魚礁用ブロック(I)の脚部とが互いに直角となるように且つ同様の方向に第
二の魚礁用ブロック(II)を載置できる空間を空けて載置し、第二の魚礁用ブロック(II)は
、前記第二の魚礁用ブロック(I)に対し、前記八角形の長辺同士が平行となるように且つ
近接して、且つ第二の魚礁用ブロック(I)の前記八角形の長辺の長さ方向に約１／２だけ
ずらして第一の魚礁用ブロック(II)及びその隣りの第一の魚礁用ブロック(III)の上に載
置し、更に第一の魚礁用ブロック(IV)以降が海底又は浜に設置されている場合には、第二
の魚礁用ブロック（III）以降も同様に載置することを含み、従って、両端部の第一の魚
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礁用ブロックは、その上面の面積の１／２以上が第二の魚礁用ブロックが載置されないた
めに露出されており、ここで、請求項４に記載の魚礁用ブロックを使用する場合には、木
質系材料の突出部の高さは魚礁用ブロックの積重ねに支障のない高さである、人工魚礁、
突堤又は離岸堤の構築方法に関する。
【００１８】
　また、第五の発明は、第一の発明の魚礁用ブロック二つ以上を、並置し及び／又は積重
ねてなる人工魚礁、突堤又は離岸堤に関する。
【００１９】
　第六の発明は、（１）第一の発明の魚礁用ブロックの中、貫通孔に木質系材料が充填さ
れているものを含む一つ以上の魚礁用ブロックを、海底に設置する、（２）当該木質系材
料をセルロース消化能を有する生物によって消化、分解させ、貫通孔を復帰させる、及び
（３）前記魚礁用ブロックに海藻を繁殖させることを含む、人工魚礁又は藻礁の構築方法
に関する。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の魚礁用ブロックは、脚部が本体部の外周部の一部から当該外周部に連なって下
方に且つ内側に向かって延びる外側面を有するため、海流がぶつかって渦ができる等の現
象が生じ難く、従って魚類、甲殻類等の海中有価用生物が集まりやすい。このような効果
は、本体部の側面が内側に向かって傾斜面となっている態様では、さらに著しい。
【００２１】
　また、本発明の魚礁用ブロックの脚部の外側や本体部の下（脚部のない個所）には、海
中有価用生物が隠れる空間が存在するので、この点からも、海中有価用生物が集まりやす
いということができる。
【００２２】
　本発明の魚礁用ブロックであって、貫通孔に木質系材料が充填されているものを用いる
と、先ず、木質系材料を餌とするフナクイムシ等が棲息し、また、その食害痕には小型の
甲殻類や多毛類が棲息するので、よい餌場となる。即ち、小型の甲殻類やフナクイムシ等
を好む魚類が集まるようになる。また、小型の甲殻類やフナクイムシ等を好む魚類が集ま
ると、海藻を食料とする魚類やウニ等が集まらず、従って海藻が繁茂するようになる。な
お、木質系材料がなくなる頃には、海藻が十分に繁茂しているので、海藻等の植物を餌と
する魚類、ウニ、貝類とが増えても、磯焼けの被害を受けにくい。
【００２３】
　第一の発明の魚礁用ブロックの中、その上に載置されるブロックの脚部を固定するため
の突起や凹部を有するものでは、魚礁用ブロックを積み重ねた際に、上に載置されたブロ
ックのすべり落ちを防止できる。
【００２４】
　第一の発明の魚礁用ブロックの中、本体部の上面上にその上に載置されるブロックの脚
部の高さとほぼ同じであって、当該脚部の高さ以下の高さの突起が形成されているブロッ
ク、あるいは、本体部の下面の中央付近から下方に向かって延びる脚部を有するブロック
を最下段に用いれば、魚礁の構築場所が砂である場合も、最下段のブロックが傾き難い。
【００２５】
　第一の発明の魚礁用ブロックの中、貫通孔に木質系材料が充填されているものは、従来
の型枠材を用いた魚礁用コンクリート・ブロックの製造方法において、貫通孔となる個所
に、例えば棒状の間伐材等の木質系材料を配置するだけで製造することができる。従って
、製造が容易で、多数のブロックの製造も可能であるという利点がある。
【００２６】
　本発明の人工魚礁の構築方法では、複数個のブロックを積み上げて使用するので、構築
現場の状況に応じて適切な魚礁を構築することができる。
【００２７】
　また、本発明の突堤又は離岸堤の構築方法では、複数個のブロックを並列させ且つ積み
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上げて使用するので、構築現場の状況に応じて適切な長さ（距離）及び高さの突堤や離岸
堤を構築することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下に、本発明を、その実施のための最良の形態に基づいて、図面を参照しながら説明
する。
【００２９】
　図１は、本発明の魚礁用ブロックの一例を模式的に示す斜視図である。この魚礁用ブロ
ック１００においては、その本体部（同図中、破線ｊよりも上の部分）１０の上面１０ｘ
は全体が平坦である。また、本体部１０の横断面形状は正方形であり、その外周部１０ｒ
は、四側面すべてが内側に向かう傾斜面となっている。従って、本体部１０の横断面形状
である正方形は、断面の位置毎に大きさが異なる。
【００３０】
　脚部３０の外側面３０ｒは、本体部１０の外周部１０ｒの一部、具体的には相向かいあ
う二側面のそれぞれに連なって、本体部１０の下面１０ｙの平面形状である正方形の相向
かい合う二辺ａ，ｂ（ｂは図示されていない）のそれぞれから、内側に向かって傾斜しつ
つ下方に向かって延びている。脚部３０の内側面３０ｑは、外側に向かって傾斜しつつ下
方に向かって延びている。従って、脚部３０はその肉厚が徐々に減少している、即ちテー
パ状である。
【００３１】
　なお、本発明の魚礁用ブロックにおいて、脚部３０の外側面３０ｒは内側に向かって傾
斜していることが必須であるが、内側面３０ｑは、図１の例のように外側に向かって傾斜
していることは必須ではなく、垂直でも、内側に向かって傾斜していてもよい。
【００３２】
　本体部１０のその下方に脚部３０，３０を有しない部分（以下、「本体中央部」という
ことがある）には、本体部１０の厚さ方向にほぼ垂直に貫通する、即ち、本体部１０の上
面１０ｘと下面１０ｙとを直線的に繋ぐ貫通孔５が、複数個設けられている。
【００３３】
　ここで、「直線的に繋ぐ」とは、折れ曲がっていたり、大きく曲線を描く場合を除く概
念であるが、完全に直線である必要はない。また、貫通孔の方向は、垂直のみならず、傾
斜していてもよい。
【００３４】
　貫通孔の形状は、図１に示す例では円筒状であるが、このような形状に限定されない。
どのような形状であってもよい。また、貫通孔の数や配置も限定されない。さらに、貫通
孔が複数存在する場合、各々の大きさや形は、同じであっても異なっていてもよい。
【００３５】
　図２は、本発明の魚礁用ブロックの他の一例を模式的に示す斜視図であり、図３は、そ
の側面図である。この魚礁用ブロック２００においては、本体部１０（図２において破線
ｊよりも上の部分）は、その上面１０ｘは平坦であり、その横断面形状は八角形である。
この八角形は、二つの相向かい合う長辺ｃ１，ｃ２、長辺ｃ１，ｃ２に対して直角の方向
に存在する二つの相向かい合う短辺ｄ１，ｄ２、及び長辺と短辺との間に位置する四つの
辺ｅ１，ｅ２，ｅ３，ｅ４を有する。
【００３６】
　本体部１０の外周部の中、その上部（符号１０ｓで示す部分）は垂直であり、その下部
（符号１０ｔで示す部分）は、内側に向かう傾斜面となっている。
【００３７】
　また、魚礁用ブロック２００は、本体部１０の外周部に連なって、本体部１０の下面１
０ｙの八角形形状の相向かい合う二辺、具体的には短辺ｄ１，ｄ２、のそれぞれから、内
側に向かって傾斜しつつ下方に向かって延びる外側面３０ｒを有する脚部３０，３０を有
する。なお、脚部３０の内側面３０ｑは、外側に向かって傾斜しており、外側面３０ｒと
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内側面３０ｑとを繋ぐ他の側面は、内側に向かって傾斜している。従って、脚部３０は、
テーパ状となっている。
【００３８】
　本体部１０のその下方に脚部３０，３０を有しない部分には、その厚さ方向にほぼ垂直
に貫通する、即ち、本体部１０の上面１０ｘと下面１０ｙとを直線的に繋ぐ貫通孔５が設
けられている。
【００３９】
　図４は、本発明の魚礁用ブロックの他の一例を模式的に示す平面図である。この魚礁用
ブロック６００は、本体部１０の上面１０ｘ上に、ストッパとなる突起９ａ，９ｂ，９ｃ
，９ｄを有する。　
【００４０】
　ストッパ９ａ，９ｂ，９ｃ，９ｄは、図１５に示すように、人工魚礁の構築のために二
つの魚礁用ブロック６００，６００をそれらの本体部１０の横断面形状である八角形の長
辺同士が平行となるように近接して並べ、それらの上に、二つの魚礁用ブロック２００，
２００を、魚礁用ブロック６００の脚部３０，３０と魚礁用ブロック２００の脚部３０，
３０とが互いに直角となるように積み重ねる際に、当該ブロック２００，２００の脚部３
０，３０を止めるために有用である。この例では、ストッパ９ａとストッパ９ｂとの間に
魚礁用ブロック２００の脚部３０が配置され、ストッパ９ｄとストッパ９ｃとの間にもう
一つの魚礁用ブロック２００の脚部３０が配置される。
【００４１】
　ストッパとなる突起の形状、大きさ及びその形成位置は、特に限定されない。積重ねに
支障がなく、積み重ねられる他の魚礁用ブロックの脚部を止めることができるような形状
、大きさ、位置であればよい。
【００４２】
　図５は、本発明の魚礁用ブロックのさらに他の一例を模式的に示す平面図である。この
魚礁用ブロック８００は、本体部１０の上面１０ｘ上に、平担な頂上部を有し、その高さ
は脚部の高さとほぼ同じである突起９ｘ，９ｙが形成されている。
【００４３】
　これらの突起９ｘ，９ｙは、図１６（Ｂ）に示すように、人工魚礁の構築のために、二
つの魚礁用ブロック８００，８００をそれらの本体部の横断面形状である八角形の長辺同
士が平行となるように近接して並べ、それらの上に二つの魚礁用ブロック２００，２００
を積み重ねる際に、当該ブロック２００，２００の本体部１０の長さ方向中央部付近を支
えるために有用である。本発明の魚礁用ブロックを砂地に設置する場合、最下段のブロッ
クとして突起がないもの（魚礁用ブロック２００）を使用すると、図１６（Ａ）に示すよ
うに、最下段のブロック２００，２００が傾くことがある。これに対し、最下段に突起９
ｘ，９ｙを有するブロック８００，８００を用いれば、図１６（Ｂ）に示すように、ブロ
ック８００，８００は傾かない。
【００４４】
　突起９ｘ，９ｙの高さは、上記したその存在意義から明らかなように、突起９ｘ，９ｙ
を有する魚礁用ブロック８００の上に載置される魚礁用ブロック２００の脚部３０の高さ
、より正確にいうと、魚礁用ブロック８００の本体部１０の上面１０ｘと魚礁用ブロック
２００の本体部１０の下面１０ｙとの間の高さとほぼ同じである。
【００４５】
　突起９ｘ，９ｙの位置は、本体部１０の上面１０ｘの平面形状である八角形の長辺ｃ１
に連なる（突起９ｘ，９ｙの底部の一辺が、当該長辺ｃ１の一部を共有する）か、当該長
辺ｃ１の近傍であればよい。
【００４６】
　突起９ｘ，９ｙの形状は、突起９ｘ，９ｙを有する二つの魚礁用ブロック８００，８０
０の上に載置される魚礁用ブロック２００，２００の本体部１０の下面１０ｙを支持でき
るような形状である。従って、その支持のための平担な頂上部を有する形状である必要が
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ある。
【００４７】
　図６に、突起９ｘの一例を示す。この突起９ｘには、平担な頂上部５０と二つの凹部６
０，６０がある。凹部６０中にあり、符号７０で示されているものは、アンカーボルトの
入る孔である。突起９ｘは、このアンカーボルトにより、魚礁用ブロックの上面１０ｘ上
に取り付けられる。
【００４８】
　図７に、本発明の魚礁用ブロックの形状のさらに他の一例を模式的に示す。図７におい
て、（Ａ）は平面図であり、（Ｂ）は側面図である。この魚礁用ブロック４００は、本体
部１０の上方の一部に凹部８０，８０を有する。
【００４９】
　図１７は、二つの魚礁用ブロック４００，４００の上に二つの魚礁用ブロック７００，
７００を載置した状態を示す側面図である。なお、魚礁用ブロック７００は、脚部３０の
高さが高いことを除き、魚礁用ブロック２００と同様の形状を有する。図１７に示すよう
に、人工魚礁の構築のために二つの魚礁用ブロック４００，４００をそれらの本体部１０
の横断面形状である八角形の長辺同士が平行となるように近接して並べ、それらの上に二
つの魚礁用ブロック７００，７００を積み重ねる際に、当該ブロック７００，７００の脚
部３０，３０が、魚礁用ブロック４００，４００の凹部８０，８０に配置される。従って
、凹部８０，８０の形状及び大きさは、積み重ねられる他の魚礁用ブロックの脚部を止め
ることができるような形状、大きさ、位置であればよい。
【００５０】
　図８は、本発明の魚礁用ブロックの形状のさらに他の一例の模式的側面図である。この
魚礁用ブロック５００は、三つの脚部を有する点に特徴がある。即ち、両サイドの脚部３
０，３０に加え、本体部１０の下面１０ｙの中央付近に、下方に延びるもう一つの脚部３
１を有する。
【００５１】
　図１８は、二つの魚礁用ブロック２００，２００の上に二つの魚礁用ブロック５００，
５００を載置した状態を示す側面図である。図１８に示すように、人工魚礁の構築のため
に、二つの魚礁用ブロック２００，２００をそれらの本体部１０の横断面形状である八角
形の長辺同士が平行となるように近接して並べ、それらの上に二つの魚礁用ブロック５０
０，５００を積み重ねる際に、当該ブロック５００，５００の中央付近に形成された脚部
３１が、魚礁用ブロック２００，２００の両者に跨って、当該ブロック２００，２００の
上面１０ｘ上に配置される。本発明の魚礁用ブロックを砂地に設置する場合、図１８に示
すような組合せで漁礁用ブロックを用いれば、脚部３１が、最下段のブロックが傾くこと
を防止する。
【００５２】
　図９は、本発明の魚礁用ブロックのさらに他の一例を模式的に示す斜視図である。この
魚礁用ブロック９００は、先に説明した魚礁用ブロック２００の各々の貫通孔５に、木質
系材料４０が充填されているものである。この木質系材料４０の上部は、本体部１０の上
面１０ｘから突出している。この突出している部分の高さｈは、後述する人工魚礁の構築
方法において、最上段のブロックとして又は単独で使用する場合を除き、魚礁用ブロック
９００の本体部１０の上面１０ｘと、このブロック９００の上に載置される他のブロック
の本体部１０の下面１０ｙとの間の高さ以下とする。
【００５３】
　木質系材料４０は、フナクイムシ等のセルロース消化能を有する生物によって消化、分
解される木質系のものであればよい。その例を挙げると、間伐材、廃棄木材等がある。ま
た、木屑を圧縮加工したものでもよい。複数の貫通孔５に充填された木質系材料４０各々
の高さ、や太さは、揃っている必要はない。形状は、貫通孔５に充填され得るようなもの
であればよい。さらに、木質系材料４０は、すべての貫通孔５に充填されている必要はな
い。換言すれば、一部の貫通孔５には、木質系材料４０が充填されていなくてもよい。
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【００５４】
　図９に示した例においては、木質系材料４０は、本体部１０の上面１０ｘと下面１０ｙ
とを垂直に繋ぐ貫通孔５に充填されて、本体部１０の上面１０ｘから突出しているが、木
質系材料の充填方法は、これに限定されない。
【００５５】
　図１０に、本体中央部１０ｕの断面模式図を示す。図１０（Ａ）に記載した例では、貫
通孔５は、本体部１０の上面１０ｘと下面１０ｙとの間に傾斜をもって形成されている。
そして、木質系材料４０は貫通孔５を封止するように充填又は充当されているが、本体部
１０の上面１０ｘからも下面１０ｙからも突出していない。図１０（Ｂ）に記載した例で
は、木質系材料４０は、本体部１０の上面１０ｘからは突出せず、下面１０ｙからのみ突
出している。さらに、図１０（Ｃ）に記載した例では、木質系材料４０は、本体部１０の
上面１０ｘ及び下面１０ｙから突出しているものと、上面１０ｘからのみ突出しているも
のとがある。
【００５６】
　本発明の魚礁用ブロックの本体部及び脚部はコンクリート製である。コンクリートには
様々な配合があるが、本発明においては、いずれも使用することができる。但し、ポーラ
ス・コンクリートは、その孔の大きさが植食生物の棲息に適し、磯焼けを生じることがあ
るので、ポーラス・コンクリート以外のコンクリートが好ましい。
【００５７】
　次に、本発明の魚礁用ブロックの中、貫通孔に木質材料が充填されているものについて
、その製造方法を説明する。
【００５８】
　図１１は、図９に示す魚礁用ブロックの製造途中の状態を示す断面図である。魚礁用ブ
ロック９００は、例えば、次のように製造する。
【００５９】
　型枠Ｆ内に、木質系材料４０をそれらが所定位置に来るように配置し、木質系材料４０
の上には平板Ｗを置き、その平板の上部から木質系材料４０に向かって釘Ｎを打ち込む。
次いで、平板Ｗに重石を載せる等の方法で荷重をかける。コンクリート組成物Ｃを流し込
み、硬化させる。
【００６０】
　図１２は、本発明の他の魚礁用ブロックの製造途中の状態を示す断面図である。この図
に示すものは、貫通孔５に充填された木質系材料４０が、本体部１０の上面１０ｘ及び下
面１０ｙから突出しているものである。
【００６１】
　型枠Ｆには、貫通孔５の形成位置に合わせて孔が形成されている。先ず、棒状の木質系
材料４０を型枠Ｆの孔に挿入し、孔を埋める。木質系材料４０の上に、型枠Ｆの底面と平
行になるように平板Ｗを置き、その平板Ｗの上部から木質系材料４０に向かって釘Ｎを打
ち込む。次いで、平板Ｗに重石を載せる等の方法で荷重をかける。コンクリート組成物Ｃ
を流し込み、硬化させる。なお、型枠Ｆの孔の部分には、ゴム製パッキング等が使用され
ていると、脱型が容易となる。
【００６２】
　この例では、木質系材料４０の長さにバラつきがあり、従って突出部の高さもバラつい
ているので、最も長い、即ち突出部高さが高い木質系材料以外の木質系材料（ここでは「
短い木質系材料」ということがある）については、平板Ｗと短い木質系材料との間に釘Ｎ
を露出させて、最も長い木質系材料の長さに合うように釘Ｎを打つ。換言すれば、短い木
質材料と平板との間は釘が繋ぐという構成となる。
【００６３】
　なお、貫通孔に木質系材料が充填されていない魚礁用ブロックは、木質系材料の代わり
に貫通孔形成用部材を用いて、通常の方法で製造する。
【００６４】
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　続いて、本発明の魚礁用ブロックを用いた人工魚礁の構築方法の例について説明する。
先ず、第二の発明について説明する。第二の発明では、第一の発明のブロック中、その本
体部の横断面形状が正方形であるものを用いる。
【００６５】
　例えば図１に示す漁礁用ブロック１００を使用する場合は、例えば図１３に示すように
、二つ（又は三つ以上）のブロックを重ねる。具体的には、次のようにして、人工魚礁を
構築する。
【００６６】
　先ず、第一の魚礁用ブロック１００ａを海底に設置し、その上に、同じ形状、大きさの
第二の魚礁用ブロック１００ｂを、第一の魚礁用ブロック１００ａの脚部３０ａ，３０ａ
と第二の魚礁用ブロックの脚部３０ｂ，３０ｂとが互いに直角となるように載置する。
【００６７】
　木質系材料を備えるブロックを使用する場合には、木質系材料の本体部より突出してい
る部分の高さが、ブロックの積重ねに影響しない高さとなるような組合せで使用する。
【００６８】
　第二の魚礁用ブロック１００ｂの上に、更に、第三、第四の魚礁用ブロックを積み重ね
てもよい。要は、互いに接触する二つの魚礁用ブロックの脚部が重ならないように、９０
度回転させて重ねればよい。また、最上段のブロックには、本体部１０の上面１０ｘから
突出する木質系材料を有するものを使用することが好ましい。
【００６９】
　第二の魚礁用ブロック１００ｂとして、第一の魚礁用ブロック１００ａよりも小さいも
のを使用し、さらに、必要に応じて載置される第三以降の魚礁用ブロックも順次小さいも
のを使用することが好ましい。このような組合せで魚礁用ブロックを使用すると、第一の
魚礁用ブロック１００ａの上面１０ｘの外周部上には障害物がないので、海藻類が高さの
制限なく繁茂することができ、一方、第二の魚礁用ブロック１００ｂの脚部３０ｂの外側
面は内側に向かう傾斜面となっているため、この脚部３０ｂの外側面の外側であって、第
一の魚礁用ブロック１００ａの上面１０ｘ上であり、且つ前記海藻が繁茂した個所の内側
には、魚類等が隠れるのに適する空間ができるので、また、第二の魚礁用ブロック１００
ｂの本体部１０の下には空間があるため、これらの空間に魚類が集まり易いからである。
【００７０】
　さらに、第三の発明について説明する。第三の発明においては、第一の発明のブロック
中、その本体部の横断面形状は、相向かい合う二つの長辺と、それらの長辺に対して直角
の相向かい合う二つの短辺と、長辺と短辺との間に位置する四つの辺からなる八角形であ
り、前記本体部の下面の八角形形状の短辺から当該本体部の外周部に連なって内側に向っ
て傾斜しつつ下方に延びる外側面を有する脚部二つを有するものを用いる。このようなブ
ロックの具体的形状の例は、第一の発明において既に説明した。
【００７１】
　例えば図２に示す魚礁用ブロック２００の上面部外周を若干削った、即ち面取りしたも
の３００を使用する場合は、例えば図１４に示すように、二つの第一の魚礁用ブロック３
００ａ，３００ａを、それらの本体部１０の横断面形状である八角形の長辺ｃ１，ｃ２同
士が平行となるように且つ近接して設置し、それらの上に、第二の魚礁用ブロック３００
ｂ，３００ｂを、それらの本体部１０の横断面形状である八角形の長辺ｃ１，ｃ２同士が
平行となるように且つ近接して、且つ、第一の魚礁用ブロック３００ａ，３００ａの脚部
３０ａ，３０ａと第二の魚礁用ブロック３００ｂ，３００ｂの脚部３０ｂ，３０ｂとが互
いに直角となるように載置し、さらに、第三の魚礁用ブロック３００ｃを一つだけ、第二
の魚礁用ブロック３００ｂ，３００ｂの脚部３０ｂ，３０ｂと第三の魚礁用ブロック３０
０ｃの脚部３０ｃとが互いに直角となるように、第二の魚礁用ブロック３００ｂ，３００
ｂの中央部上に載置する。
【００７２】
　魚礁用ブロック一つのみを使用した場合には、その一つのみのブロック上に、二つの魚
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礁用ブロックが載置されることはない。即ち、例えば第三段目をブロックを一つのみで形
成した場合には、第四段目以降の各段は、何れもブロックは一つのみとなる。
【００７３】
　上記のようにして、人工魚礁、突堤又は離岸堤を構築する。「二つの魚礁用ブロックを
近接して設置する」とは、二つのブロックを互いに接触させて設置することと、若干離し
て設置することとを包含するが、人工魚礁の構築の際には、魚類等の移動又は棲息空間を
確保するという観点から、並置された魚礁用ブロック同士は、若干離れていることが好ま
しい。また、突堤や離岸堤の構築の場合は、構築現場の状況に応じ、並置された魚礁用ブ
ロック同士は、互いに接触していてもよいし、若干離れていてもよい。
【００７４】
　第三の発明において使用するブロックは、すべて同じものでも、互いに異なるものでも
よい。なお、木質系材料を備えるブロックを使用する場合には、木質系材料の本体部より
突出している部分の高さが、ブロックの積重ねに影響しない高さとなるような組合せで使
用する。
【００７５】
　図１４に示した例や、その例において第三の魚礁用ブロック３００ｃを使用しない場合
には、第一の魚礁用ブロック３００ａ，３００ａの本体部１０ａの上面１０ｘ上であって
、第二の魚礁用ブロック３００ｂが載っていない部分（即ち、おおよそ、脚部３０ａ，３
０ａが存在する個所の上方部分）に、障害物がない個所ができる。従って、その個所にお
いては、海藻類は高さの制限なく繁茂することができる。一方、第二の魚礁用ブロック３
００ｂの本体部１０ｂの外周部の中、当該本体部１０ｂの横断面形状である八角形の長辺
ｃ１（又はｃ２）に相当する部分であって下方１０ｔは、内側に向かう傾斜面となってい
るため、前記外周部下方１０ｔの外側であって、第一の魚礁用ブロック３００ａ，３００
ａの上面１０ｘ，１０ｘ上であり、且つ前記海藻が繁茂した個所の内側には、魚類等が隠
れるのに適する空間ができる。また、第二の魚礁用ブロック３００ｂの本体部１０ｂの下
にも空間がある。そのため、これらの空間に魚類が集まり易い。
【００７６】
　さらに、第三の発明に係る、他の人工魚礁、突堤又は離岸堤の構築例、換言すれば、魚
礁用ブロックの積重ね方の例を示す。
【００７７】
　図１５には、二つの、図４に示した本体部１０の上面１０ｘ上にストッパとなる突起９
ａ，９ｂ，９ｃ，９ｄがある魚礁用ブロック６００，６００を最下段に用い、その上（最
上段）に、図３に示した魚礁用ブロック２００，２００を設置した例の側面図を示す。図
１６（Ｂ）には、二つの、図５に示した本体部１０の上面１０ｘ上であって本体部１０の
上面１０ｘの平面形状（即ち、本体部の横断面形状）である八角形の長辺に近接する個所
に平担な頂上部を有する突起９ｘ，９ｙがある漁礁用ブロック８００，８００を最下段に
用い、その上（最上段）に、図３に示した魚礁用ブロック２００，２００を設置した例の
側面図を示す。図１７には、二つの、図７に示した本体部１０に凹部８０，８０を有する
魚礁用ブロック４００，４００を最下段に用い、その上（最上段）に、魚礁用ブロック７
００，７００（脚部３０の高さが高いことを除き、魚礁用ブロック２００と同様の形状を
有するもの）を設置した例の側面図を示す。図１８には、最下段には図３に示した魚礁用
ブロック２００，２００を用い、その上（最上段）に、図８に示した本体部１０の下面１
０ｙの中央部付近から下方に延びる第三の脚部３１を有する魚礁用ブロック５００，５０
０を設置した例の側面図を示す。
【００７８】
　以上説明したように、第三の発明では、第一の魚礁用ブロックの中、その本体部の横断
面形状は、相向かい合う二つの長辺と、それらの長辺に対して直角の相向かい合う二つの
短辺と、長辺と短辺との間に位置する四つの辺からなる八角形であり、前記本体部の下面
の八角形形状の短辺から当該本体部の外周部に連なって内側に向って傾斜しつつ下方に延
びる外側面を有する脚部二つを有する魚礁用ブロックを、当該ブロックの脚部が段毎に９
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０度ずつずれる（換言すれば、一段おきに同じ場所に脚部が積み重なる）ように積重ねて
いけばよい。
【００７９】
　第三の発明では、最下段ブロックの数は二であり、二段目以降のブロックの数は二又は
一であるが、例えば図１９に示すように、第一の発明の魚礁用ブロック四つ（具体的には
下段に二つ、上段に二つ）を使用して第三の発明を実施して構築したものを一単位とし、
そのような単位を二以上集合させることで、人工魚礁のみならず、突堤や離岸堤を構築す
ることもできる。
【００８０】
　次に、第四の発明について説明する。第四の発明に係る人工魚礁、突堤又は離岸堤の構
築方法でも、第三の発明に使用したものと同様の形状のブロックを用いる。但し、最下段
には、魚礁用ブロックを三つ以上用いる。最下段における魚礁用ブロック同士の配置は、
第三の発明の場合と同様である。第三の発明との大きな相違点は、第二段目のブロックの
配置の仕方にある。図２０に示す人工魚礁、突堤又は離岸堤を参照しながら説明する。
【００８１】
　第四の発明では、端部に設置された第一の魚礁用ブロック(I)とその隣りに設置された
第一の魚礁用ブロック(II)の上には、第二の魚礁用ブロック(I)を、第一の魚礁用ブロッ
ク(I)，(II)の脚部と第二の魚礁用ブロック(I)の脚部とが互いに直角となるように且つ同
様の方向に第二の魚礁用ブロック(II)を載置できる空間を空けて載置する。また、第二の
魚礁用ブロック(II)は、第二の魚礁用ブロック(I)に対し、それらの本体部の横断面形状
の八角形の長辺同士が平行となるように且つ近接して、但し、第二の魚礁用ブロック(I)
の本体部の横断面形状の八角形の長辺の長さ方向に約１／２だけずらして、第一の魚礁用
ブロック(II)及びその隣りの第一の魚礁用ブロック(III)の上に載置する。このように、
第二の魚礁用ブロックは、その本体部の横断面形状の八角形の長辺の長さ方向に約１／２
だけずれながら、換言すると互い違いになりながら、第一の魚礁用ブロック上に載置され
る。従って、両端部の第一の魚礁用ブロック(I)，(III)は、その上面の面積の１／２以上
が第二の魚礁用ブロックが載置されないために露出されている。
【００８２】
　なお、第一の魚礁用ブロック(IV)以降も設置される場合には、第二の魚礁用ブロック（
III）以降も同様に載置され、第一の魚礁用ブロックの中、両端に配置されたものについ
ては、その上面の面積の１／２以上には、第二の魚礁用ブロックが載置されない。
【００８３】
　第四の発明において使用するブロックは、すべて同じものでも、互いに異なるものでも
よい。なお、木質系材料を備えるブロックを使用する場合には、木質系材料の本体部より
突出している部分の高さが、ブロックの積重ねに影響しない高さとなるような組合せで使
用する。
【００８４】
　第五の発明は、第一の発明の魚礁用ブロック二つ以上を、並置し及び／又は積重ねてな
る人工魚礁、突堤又は離岸堤に関する。このような人工魚礁、突堤又は離岸堤の好適例は
、既に、第二乃至第四の発明に関する説明中で言及した。
【００８５】
　最後に、第六の発明について説明する。第六の発明に係る人工魚礁又は藻礁の構築方法
は、（１）第一の発明の魚礁用ブロックの中、貫通孔に木質系材料が充填されているもの
を含む一つ以上の魚礁用ブロックを、海底に設置する、（２）当該木質系材料をセルロー
ス消化能を有する生物によって消化、分解させ、貫通孔を復帰させる、及び（３）前記魚
礁用ブロックに海藻を繁殖させることを含む。
【００８６】
　第一工程は、第一の発明の魚礁用ブロックを海底に設置する工程である。用いる魚礁用
ブロックは、一つでも二つ以上でもよい。但し、用いるブロックの中の少なくとも一つは
、貫通孔に木質系材料が充填されているものである。魚礁用ブロックを二つ以上用いる場
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合、それらの相対的配置は、魚礁用ブロックを並置したり積み上げたりすることができる
限り、特に限定されない。
【００８７】
　第二工程は、フナクイムシ等のセルロース消化能を有する生物を用いる、貫通孔に充填
されている木質系材料の消化、分解と、その結果としての貫通孔の復帰の工程である。セ
ルロース消化能を有する生物は海中に生存しているので、それらの生物を利用し、２乃至
５年の時間をかけて、第二工程を実施する。
【００８８】
　第三工程は、魚礁用ブロックに海藻を繁殖させる工程である。より具体的には、魚礁用
ブロックのコンクリート部分や木質系材料に、海中に存在する海藻の種子や胞子を着床さ
せ、海藻を生育させ、そして繁茂させる工程である。
【００８９】
　第二工程と第三工程とは、同時進行し、最終的に、即ち木質系材料がなくなることで貫
通孔が復活すると、海藻が繁茂し且つ有価植食生物が棲息する人工魚礁又は藻礁が出来上
がる。
【００９０】
　第六の発明の実施に際しては、すべての貫通孔に木質系材料が充填されてなる魚礁用ブ
ロックのみを使用することが好ましい。そのような魚礁用ブロックのみを用いると、海藻
や海藻の芽を食料とする魚類、鮑、伊勢海老、ウニ等の植食生物の棲息に先立って海藻を
繁茂させることができるからである。より具体的には、以下のとおりである。
【００９１】
　第六の発明では、魚礁用ブロックが海底に設置されると、先ず、木質系材料の存在する
個所にフナクイムシやキクイムシ等のセルロース消化能を有する生物が棲息し、それらの
生物により、木質系材料が消化、分解される。フナクイムシ等の食害痕やコンクリート表
面の穴は、巻貝等の植食生物が棲息するには狭いが、海藻の種子や胞子が着床したり、小
型の甲殻類や多毛類が棲息するには十分な大きさである。フナクイムシや小型の甲殻類や
多毛類の棲息により、魚礁用ブロック周辺はよい餌場となる。即ち、魚礁用ブロック周辺
に、小型の甲殻類やフナクイムシ等を好む魚類が集まるようになる。また、小型の甲殻類
やフナクイムシ等を好む魚類が集まると、海藻を食料とする魚類、鮑、伊勢海老、ウニ等
の植食生物が集まらないので、魚礁用ブロックに付着した海藻が繁茂するようになる。魚
礁用ブロックの海底への設置から２乃至５年が経過すると、フナクイムシ等が木質系材料
を消化、分解し尽くし、木質系材料がなくなる。木質系材料がなくなると、フナクイムシ
等はいなくなり、従って、小型の甲殻類やフナクイムシ等を好む魚類は集まらなくなり、
代わって、木質系材料がなくなることで復活した貫通孔を棲家とし、海藻を食料とする魚
類、鮑、伊勢海老、ウニ等の植食生物が棲息するようになる。しかし、このときまでには
、既に海藻が十分に繁茂しているので、植食生物が増えても磯焼けの被害を受けにくい。
従って、最終的には、海藻が繁茂し且つ有価植食生物が棲息する人工魚礁又は藻礁が出来
上がる。
【００９２】
　以上、本発明の好適例を説明したが、これらはあくまでも例であり、本発明はこれらの
好適例のみに限定されるものではない。本発明の範囲は、特許請求の範囲によってのみ規
定される。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】本発明の魚礁用ブロックの一例を模式的に示す斜視図である。
【図２】本発明の魚礁用ブロックの他の一例を模式的に示す斜視図である。
【図３】図２の魚礁用ブロックの側面図である。
【図４】本発明の魚礁用ブロックの更に他の一例を模式的に示す平面図である。
【図５】本発明の魚礁用ブロックの更に他の一例を模式的に示す平面図である。
【図６】突起の一例を示す斜視図である。
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【図７】本発明の魚礁用ブロックの更に他の一例を模式的に示す平面図及び側面図である
。
【図８】本発明の魚礁用ブロックの更に他の一例を模式的に示す側面図である。
【図９】本発明の魚礁用ブロックの更に他の一例を模式的に示す斜視図である。
【図１０】本発明の魚礁用ブロックにおける貫通孔とその貫通孔を封止する木質系材料の
配置や形状の例を示す部分断面図である。
【図１１】図９に示す魚礁用ブロックの製造途中の状態を模式的に示す断面図である。
【図１２】本発明の魚礁用ブロックの一例の製造途中の状態を模式的に示す断面図である
。
【図１３】本発明の魚礁用ブロックを積み重ねた人工魚礁の一例を示す斜視図である。
【図１４】本発明の魚礁用ブロックを積み重ねた人工魚礁の他の一例を示す斜視図である
。
【図１５】最下段にストッパとなる突起を有する魚礁用ブロックを使用して構築した人工
魚礁の一例を示す側面図である。
【図１６】最下段に、その上に載置される魚礁用ブロックを支持する突起を有さない（Ａ
）及び有する（Ｂ）魚礁用ブロックを使用して構築した人工魚礁の一例を示す側面図であ
る。
【図１７】最下段に凹部を有する魚礁用ブロックを使用して構築した人工魚礁の一例を示
す側面図である。
【図１８】下から２段目（この例では最上段）に、第三の脚部を有する魚礁用ブロックを
使用して構築した人工魚礁の一例を示す側面図である。
【図１９】本発明の魚礁用ブロックを用いて構築した人工魚礁、突堤又は離岸堤の一例を
模式的に示す斜視図である。
【図２０】本発明の魚礁用ブロックを用いて構築した人工魚礁、突堤又は離岸堤の他の一
例を模式的に示す斜視図である。
【符号の説明】
【００９４】
　　　５　貫通孔
　　　９　突起
　　１０　本体部
　　３０　脚部
　　４０　木質系材料
　　５０　平坦な頂上部
　　６０　凹部
　　７０　アンカーボルト用孔
　　８０　凹部
　　１００，２００，３００，４００，５００，６００，７００，８００，９００　魚礁
用ブロック
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