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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サンゴ幼生を着床させるため海底に設置されるサンゴ増養殖用構造物であって、一定幅
の細板状の縦桟及び横桟を縦横に組付けた格子状構造物又は一定幅の細板状のリブをハニ
カム状に組み付けたハニカム構造物よりなる構造物が少なくとも二個、互いに適宜の角度
で交差するように組付けた立体構造をなすサンゴ増養殖用構造物において、構造物が平面
形状で四角形をなし、四角形の各辺のうち、少なくとも一辺の中央から構造物の中央部に
向かってスリットを形成し、該スリットに他の構造物を差込んで構造物の両側に左右対称
形をなして半割り形の構造物を直交させて十文字に組付けた構造をなすことを特徴とする
サンゴ増養殖用構造物。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サンゴ幼生を効率よく着床させて増養殖するのに用いるサンゴ増養殖用構造
物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　サンゴ礁は、沿岸海域の環境保全に貢献し、水産資源の保護育成に重要な役割を果たし
ているが、沿岸の埋め立てや海水の汚染、オニヒトデによる大量食害、更には白化現象に
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よって被害を受け、その修復が急務となっている。サンゴ礁の保護育成の観点からまた、
サンゴ礁を造成する試みも種々なされている。枠体に鋼製、樹脂製又は化学繊維製の網を
取付け、この網に造礁性サンゴを針金等で固定してサンゴの増養殖を図るもの（特許文献
１）、網状構造体を縦に多段に積み重ね、この状態でサンゴ幼生を着床して育成させるも
の（特許文献２）などがそうである。また海藻や海綿動物などの胞子や幼生の着床生育を
促す装置として格子状の構造物も提案されている（特許文献３）。
【特許文献１】特開２００４－１２９６４０号
【特許文献２】特開２００７－１３５５１１号
【特許文献３】特開２００２－３６０１０９号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　サンゴ幼生は、繊毛を用いて泳ぎ、付着基盤に着床後、変態してポリプとなり、ポリプ
を徐々に増やして成長する。サンゴ幼生が付着基盤に着床する態様を観察した研究報告に
よると、サンゴ幼生は直射日光の当たる所よりも暗い所を選んで着床する傾向があり、ま
た潮流のある所の方が着床し易いともいわれている。
【０００４】
　上述する既知の網状構造物は、潮流のある所であれば多段に積み重ねても網目を通して
海水の行き来が可能であるが、日が当たると、日陰を生じにくく、サンゴ幼生が着床しに
くい、と考えられる。また網状構造物は、網を枠に取付ける作業が必要である。
【０００５】
　格子状の増養殖装置は、一体成型が可能であり、また網状構造物と比べ厚みがあるため
日陰を生じ易いが、作業船から海底に沈めると、横倒しになって海底に着地し、海底が砂
地であると、一部又は全体が砂礫に埋まり、海底が岩盤であっても海水の行き来が生じな
いか、ほとんど生じないため、潮の流れによって浮遊するサンゴ幼生が増養殖装置に着床
しにくい。
【０００６】
　本発明は、海底に沈めるだけでサンゴ幼生が着床するのに適した形態で海底に支持され
、構造が比較的簡単で、製作の容易なサンゴ増養殖用構造物を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に係る発明は、サンゴ幼生を着床させるため海底に設置されるサンゴ増養殖用
構造物であって、一定幅の細板状の縦桟及び横桟を縦横に組付けた格子状構造物又は一定
幅の細板状のリブをハニカム状に組み付けたハニカム構造物よりなる構造物が少なくとも
二個、互いに適宜の角度で交差するように組付けた立体構造をなすサンゴ増養殖用構造物
において、構造物が平面形状で四角形をなし、四角形の各辺のうち、少なくとも一辺の中
央から構造物の中央部に向かってスリットを形成し、該スリットに他の構造物を差込んで
構造物の両側に左右対称形をなして半割り形の構造物を直交させて十文字に組付けた構造
をなすことを特徴とし、前記構造物の縦桟及び横桟又はリブは好ましくは表面が粗または
凹凸に形成される。
【０００８】
【０００９】
【００１０】
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１に係る発明のサンゴ増養殖用構造物は、格子状構造物又はハニカム構造物より
なる構造物のスリットに別の構造物を差込んで組み合わせた立体構造物をなすため、作業
船より海底に沈めるだけで構造物の端部が海底に接触して数箇所で安定して支持できるよ
うになること、海底に支持される構造物は、その一部が海底に接触し、他部や他の構造物
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は海底より立ち上がった状態にすることができるため、構造物を通して海水の行き来が可
能となり、しかも網目構造物に比べ、サンゴ幼生の着床面積が広く、日が差し込んだとき
、桟やリブに遮られて日陰となる部分が生じ易いうえ、構造物に入り込んだサンゴ幼生は
四囲の桟やリブに囲まれて散逸しにくいため、潮の流れに乗って浮遊するサンゴ幼生が着
床し易くなり、とりわけ桟やリブの表面を粗又は凹凸に形成すると、サンゴ幼生がより着
床し易くなること、海底が砂地やサンゴ礫のようなサンゴ増殖基盤がない場所又は、例え
岩盤であっても砂礫が潮の流れにより移動してサンゴ幼生が着床しても育たなかったよう
な場所でも、本発明のサンゴ増養殖用構造物を用いてサンゴ幼生を着床させることにより
、サンゴ礁を再生させることが可能になること、前記構造物は一体成形により容易に製造
することが可能であること等の効果を奏する。なお、前記構造物の格子やハニカムの目の
サイズは、着床したサンゴ幼生の成長の観点からみると、大きいほど望ましいが、サイズ
が大きいと反面、小魚が入り込み易くなり、小魚が着床したサンゴ幼生をついばむ食害を
生じ易い。逆に小さいと、小魚による食害は生じにくいが、着床したサンゴ幼生の成長の
妨げとなり易い。
【００１２】
　本発明に係る前記構造物はまた、アルミや鋼などの金属製、木製、コンクリート製、セ
ラミック製、或いは繊維強化プラスチックＦＲＰ等のプラスチック製とすることができ、
木製やプラスチック製は軽量で、持ち運びや海底に設置する際の作業性がよい。また金属
とくに木製のものは腐食するが、腐食した方がサンゴ幼生の成長が妨げられることがなく
増養殖することができ、望ましい。
【００１３】
　なお、本発明のサンゴ増養殖用構造物にサンゴ幼生を着床させるには、浮遊するサンゴ
幼生が潮の流れによって付着するのを待つだけでなく、人工的に養成したサンゴ幼生を放
流したり、陸上や海面に設置した水槽や、海中に設置した囲い網の中に本発明のサンゴ増
養殖用構造物をそのまま、或いは分解して設置し、そこに大量の幼生を入れて効率よく着
床させることもできる。
【００１４】
【００１５】
【００１６】
【００１７】
【００１８】
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施形態のサンゴ増養殖用構造物の実施形態について図面により説明す
る。
　図１に示すサンゴ増養殖用構造物１は、一定幅の表面が適度な粗さの細板状をなす横桟
２ａと縦桟２ｂを例えば５ｃｍ間隔で、目が正方形となるように格子状に組付けた格子状
構造物２をｘ、ｙ、ｚ軸の三軸方向に互いに直交するように組付けた形態をなす立体構造
物よりなるもので、その製作は、図２に示すように図の左側辺から中央に向かってスリッ
ト４を形成すると共に、上下の辺からスリット４の長さのほぼ半分の長さを有するスリッ
ト５を形成した格子状構造物６と、図３に示すように図の右側辺から中央に向かってスリ
ット７を形成した格子状構造物８と、図４及び図５に示すように、中央で分割し、分割し
た中央より左側辺又は右側辺に向かってスリット５と同一長さのスリット１１及び１２を
それぞれ形成した半割りの格子状構造物１３及び１４を用い、前記格子状構造物６及び８
形の格子状構造物１３、１４を前記両格子状構造物６及び８に直交させて各スリット１１
及び１２が上下のスリット５に互いに差し込まれるようにして組付けることにより行われ
る。
【００２０】
　図１に示すサンゴ増養殖用構造物１は、上述するような製作法に限らず、例えば木製の
場合では、釘やネジ等を用いて組み付けたり、金属製の場合では、溶接やボルト、ネジ等
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にて組み付けて製作することができ、また樹脂製の場合では、成形により一体に製作する
こともできる。
【００２１】
　本実施形態のサンゴ増養殖用構造物１においては、海底に沈めたとき、不安定な状態で
海底に着地しても転倒して少なくとも三点で海底に支持され、各格子状構造物２が一端を
海底に接触させた状態で海底から立ち上がった状態となり、安定した支持状態となる。
【００２２】
　各格子状構造物２には、海水が流通可能であり、しかも桟２ａ、２ｂは、細板状で、網
目に比べ、サンゴ幼生の着床面積が広く、また日が差し込んだときには、格子状構造物２
の各桟２ａ、２ｂによって日陰を生じ、格子の中に入り込んだサンゴ幼生は、四囲の桟２
ａ、２ｂにより囲まれて散逸しにくくなることから、サンゴ幼生が着床し易くなり、更に
浮遊するサンゴ幼生は流通する海水と共に運ばれ、一つの格子状構造物２を通り抜けても
別の格子状構造物２に着床し得るようになり、サンゴ幼生の着床が効率よく行えるように
なる。
【００２３】
　本実施形態のサンゴ増養殖用構造物１は、貝の育成礁や漁礁としても使用することがで
きる。このサンゴ増養殖用構造物１には、藻類等も付着するが、小魚や貝等で藻類の繁茂
を防ぐことができる。
【００２４】
　なお、図１に示すサンゴ増養殖用構造物１では、格子状構造物２は最外側の辺が横桟２
ａ及び縦桟２ｂと同一幅をなす桟３によって閉じられたクローズエンドとなっているが、
図６に示すように桟３を省いて、横桟２ａ及び縦桟２ｂが端部において突出したカットエ
ンドの形態をなすようにしてもよい。図６に示すようなカットエンドタイプの格子状構造
物９を用いると、前記構造物１を海底に沈めたとき、横桟２ａ又は縦桟２ｂの端部が海底
に引っ掛かるか、突き刺さり、海流による前記構造物１の移動を防止することができる。
【００２５】
　図１に示すサンゴ増養殖用構造物においてはまた、各格子状構造物２のコーナーに図７
に示す参考例のような爪又は脚１０が着脱可能に取付けられるようにしてもよい。爪又は
脚１０が海底に引っ掛かったり、突き刺さることにより海流による前記構造物１の移動を
前記と同様にして防止することができるほか、格子状構造物２を海底上に支持し、コーナ
ーが海底に埋まらないようにすることができる。
【００２６】
　上述する爪又は脚１０は、海底の状況に応じて最適な長さのものが用いられるが、途中
には沈下防止用の突起又はスカートを設けるのが望ましい。爪又は脚１０を下向きにして
サンゴ増養殖用構造物１を沈めると、該構造物１自体の自重で爪又は脚先が海底に突き刺
し、その突き刺しは突起又はスカートが海底に突き当たるまで可能であり、突き刺さった
状態で前記構造物１が固定されるようになる。突起又はスカートが海底に突き当たるまで
爪又は脚１０が海底に差し込まれることによってまた、前記格子状構造物２が海底から浮
き上がった状態で支持され、一部でも海底の土砂に埋まることがないので、サンゴ幼生を
効率よく着床させることができる。
【００２７】
　図８に示す参考例のサンゴ増養殖用構造物２１は、図４又は図５に示す半割りの格子状
構造物１３又は１４と同一構造をなし、両側にスリット（図示しない）を形成した格子状
構造物２２を、その両側のスリット部分において図９に示すスリット２３を放射状に形成
したプレート状の連結部材２４の各スリット２３にスリット同士を互いに差込むようにし
て組付けた立体構造物をなすものである。
【００２８】
　図１０に示す参考例のサンゴ増養殖用構造物２６は、コア状の連結部材２７に前記格子
状構造物２２の一側の長辺部分を放射状に取付けた立体構造物をなすもので、連結部材２
７の両端には、図示していないが、一方に凸部、他方に凹部が形成され、凸部を凹部に嵌
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合させることにより、連結部材２７が横向きに直線状に連結され、前記サンゴ増養殖用構
造物２６同士を横向きに容易に連結することができるようになっている。
【００２９】
　前記図８及び図１０に示す参考例のサンゴ増養殖用構造物においては、どのような向き
で沈められても長辺側が海底で横倒しとなって安定して支持され、各格子状構造物２２は
一側端が海底に接触し支持されて海底より立ち上がるか、全体が海底上に位置するように
なる。
【００３０】
　参考例のサンゴ増養殖用構造物２１、２６においても、格子状構造物２２は横桟及び縦
桟が端部において突出するカットエンドの形態をなすか、或いはコーナー又は底辺の適所
に図７に示すような爪又は脚１０を取付けて海底に突き刺し、移動を防止して海底に埋ま
らないようにすることができる。
　前記各参考例のサンゴ増養殖用構造物２１、２６においても図１に示すサンゴ増養殖用
構造物１と同様、サンゴ幼生の着床を効率よく行うことができる。
【００３１】
　図１１に示す参考例のサンゴ増養殖用構造物３１は、長さを長短に調節することができ
るロッド３２の上端に放射状に取付けた各連結部材３３にそれぞれ前記格子状構造物２２
の一端の短辺部分を縦向きにして他端が下がるように傾斜して取付けると共に、ロッド上
端に取付けた連結部材３３ａに縦向きにした格子状構造物２２を長辺において連結した立
体構造物をなすもので、連結部材３３ａには、図示していないが、格子状構造物２２に代
えて他のロッド３２が差込まれて連結できるようにするための連結手段としての凹部が形
成されている。
【００３２】
　本参考例のサンゴ増養殖用構造物３１においては、ロッド３２の下端が海底に突き刺さ
ると共に、各格子構造物２２は最外側端のコーナーが海底に接触し、立上がった状態で支
持されるようになる。なお、ロッド３２は必要に応じて取付け及び取外しができるように
される。
【００３３】
　本参考例のサンゴ増養殖用構造物３１においても、格子状構造物２２は横桟又は縦桟が
端部において突出するカットエンドの形態をなすことにより最外側端のコーナーが海底に
突き刺さることにより、移動防止効果が上がるようになる。
【００３４】
　図１２に示す参考例のサンゴ増養殖用構造物３５は、図１１に示すサンゴ増養殖用構造
物３１のロッド上端に取付けられる格子状構造物２２を取外したのち、ロッド３２を同様
の別のサンゴ増養殖用構造物３１の連結部材３３ａに差込んでサンゴ増養殖用構造物３１
を複数一連に連結してなるものである。
【００３５】
　図１３に示す参考例のサンゴ増養殖用構造物４１は、前述の格子状構造物２を四側面及
び上下面の正六面体に組付けて箱状にしたもので、四隅には先端を尖らせ、長さの調節さ
れた山形鋼よりなる脚４２が図示しない止具により下方に突出して取外し可能に止着され
ている。
【００３６】
　上述するサンゴ増養殖用構造物４１は、格子状構造物２を工場で組立てて設置現場まで
運び設置するようにしてもよいが、前記サンゴ増養殖用構造物４１は運搬時に自重があっ
て嵩張るため好ましくは格子状構造物２を現場で例えばボルト等の止具を用いるか、枠に
嵌め込むことにより正六面体に組付ける。脚３についても同様、工場で前記格子状構造物
２に固定しておくか、或いは現場でボルト等の止具により止着ないし前記格子状構造物又
は枠に嵌め込んで取付けられる。
【００３７】
　本参考例のサンゴ増養殖用構造物４１においては、前記実施形態のサンゴ増養殖用構造
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物１と同様、脚４２を下向きにしてサンゴ増養殖用構造物４１を沈めると、その自重によ
り脚先が海底に突き刺してしっかりと固定できるようになり、海底が砂地であっても埋ま
らないようにできる。
【００３８】
　前記参考例のサンゴ増養殖用構造物４１は、正六面体をなしているが、別の参考例では
長方形の箱状に形成される。
　前記参考例のサンゴ増養殖用構造物４１はまた、図示する例では、単独で使用されてい
るが、継手を用いて横又は縦向きに連結して使用するようにしてもよい。縦向きに連結す
る場合には、二段目以上の構造物４１には脚４２が省かれる。
【００３９】
　図１４に示す参考例のサンゴ増養殖用構造物４５は、前記参考例のサンゴ増養殖用構造
物４１の四隅に脚４２に代えて鋼管４６を取付け、各鋼管４６の下端にコイルバネ４７を
介して上端を閉じ、下端を斜めに切断した鋼管製の脚４８を連結してなるもので、各脚４
８にはチューブ４９が着脱可能に取付けられ、海上の小型船舶に搭載したコンプレッサー
より圧縮空気がチューブ４９を介して各脚４８に供給され、脚下端の斜めの切り口より噴
出させるようにしてある。
【００４０】
　本参考例のサンゴ増養殖用構造物４５によると、海底に沈め、脚先が海底に突き刺さる
と、脚下端より噴出する気泡で脚下端部と海底地盤との摩擦力が低減し、かつまたコイル
バネ４７で脚先が前後左右更には上下にも多少振動して海底地盤に深く刺し込まれるよう
になり、これにより脚が海底にしっかりと取付けられるようになる。
【００４１】
　図１５に示す参考例のサンゴ増養殖用構造物５１は、四隅の支柱５２ａと、各支柱５２
ａを上下に一定間隔で連結する矩形の枠５２ｂを備えた枠組５２の各枠５２ｂに格子状構
造物５３を装着すると共に、四囲の各側面に前述する格子状構造物２を取付けてなるもの
で、各支柱５２ａの下部は先端を尖らせた脚５２ｃとなっている。なお格子状構造物５３
と格子状構造物２とは矩形枠５２ｂ或いは枠組５２への取付構造が若干異なっているだけ
で、それ以外は同一構造となっている。組付け時には前記両格子状構造物２及び５３を見
間違うことがないようにするため、格子状構造物２と格子状構造物５３は色分けしておく
のが望ましい。
　前記各参考例のサンゴ増養殖用構造物４１、４５、５１についても前述する参考例のサ
ンゴ増養殖用構造物１と同じ効果を有する。
【００４２】
　図１６に示す参考例のサンゴ増養殖用構造物５５は、縦断面が台形の載頭四角錐の四側
面とした面に鋼製の格子状構造物５６を組付けた形態をなすもので、各格子状構造物５６
は枠組５７に取付けられ、先端を尖らせた脚５８が枠組５７の下側部に下方に突出させて
止め具により止着されている。そして枠組５７の上端は断面Ｔ字形のバー５９によって連
結されている。
　本参考例のサンゴ増養殖用構造物５５においては、重心が低いため転倒しにくく、取付
け状態が安定する。
【００４３】
　前記各参考例のサンゴ増養殖用構造物４１、４５、５１、５５はいずれも脚４２、４８
、５２ｃ、５８を備えているが、脚を省いてもよい。この場合、各サンゴ増養殖用構造物
４１、４５、５１、５５は海底に直接設置されるが、転倒防止のため側方に突出する袖を
取付けたり、スカートを取付けておくのが望ましい。移動時にはクレーン等を用いてサン
ゴ増養殖用構造物４１、４５、５１、５５を吊り上げ、脚４２、４８、５２ｃ、５８を海
底より抜き取るが、移動を容易に行えるようにするためにサンゴ増養殖用構造物４１、４
５、５１、５５にフロートを取付けてから行うのが望ましい。脚４２、４８、５２ｃ、５
８を有しない場合には、サンゴ増養殖用構造物４１、４５、５１、５５にフロートを取付
けるだけで移動を容易に行うことができる。
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【００４４】
　図１７に示す参考例のサンゴ増養殖用構造物６１は、周面及び上下面を格子状とした円
筒体をなしているもので、横断面は円に限ることなく、限りなく円に近い擬似円の多角形
であってもよい。なお、図示する例では、脚を有していないが、前記参考例のサンゴ増養
殖用構造物４１、４５、５１、５５と同様、脚４２、４８、５２ｃ、５８を取付けてもよ
い。
【００４５】
　前記各参考例のサンゴ増養殖用構造物４１、４５、５１、５５は、いずれかの側面の格
子状構造物２が潮の流れと直行する向きとなるように海底に設置されるが、本参考例のサ
ンゴ増養殖用構造物６１は、方向性がないため、どの向きに設置してもよい。横断面が限
りなく円筒形に近い擬似円の多角形でも、方向性が少なく、実質上どの向きに設置しても
よい。
【００４６】
　図１８に示す参考例は、図１に示すサンゴ増養殖用構造物１を構成する格子状構造物２
をそのまま海底に適当間隔を置いて設置してなるもので、各格子状構造物２は潮の流れと
直交する向きに置かれ、図示していないが、左右二か所に海底に差し込まれ、先を尖らせ
た脚が取付け　てある。
【００４７】
　本参考例においては、設置時に格子状構造物２を組付ける必要がないが、サンゴ幼生が
ある程度育成された段階で枠組５２、５７に格子状構造物２を組付けるようにしてもよい
。
【００４８】
　前記各参考例のサンゴ増養殖用構造物１、２１、３１、３５、４１、４５、５１、５５
、６１はいずれも、格子状構造物を用いているが、別の参考例では、一定幅の表面が適度
な粗さの細板状をなすリブを用いてハニカム状に構成される。これら構造物は、細板状の
桟材又はリブの間隔を変えることにより養殖の効果をあげることができる。例えば、図１
に示すサンゴ増養殖用構造物１の格子状構造物場合、桟材の間隔を小さくすることにより
、サンゴの成長を阻害する海藻を補食するタカセガイ等の生息を促進させることもできる
。更に、この格子状構造物を図１３の側面を構成する格子状構造物２のように縦方向に傾
けることで、潮の流れを阻害して、乱流とすることができ、これにより海底の流速を変化
させて、着床効果を調整することも出来る。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】サンゴ増養殖用構造物の斜視図。
【図２】図１に示すサンゴ増養殖用構造物を構成する格子状構造物の正面図。
【図３】同別の格子状構造物の正面図。
【図４】更に別の格子状構造物の正面図。
【図５】他の格子状構造物の正面図。
【図６】カットエンドタイプの格子状構造物の斜視図。
【図７】格子状構造物のコーナーに取付けた爪又は脚の斜視図。
【図８】サンゴ増養殖用構造物の参考例の斜視図。
【図９】連結部材の正面図。
【図１０】サンゴ増養殖用構造物の更に別の参考例の斜視図。
【図１１】サンゴ増養殖用構造物の更に別の参考例の正面図。
【図１２】サンゴ増養殖用構造物の更に別の参考例の正面図。
【図１３】サンゴ増養殖用構造物の更に別の参考例の斜視図。
【図１４】サンゴ増養殖用構造物の更に別の参考例の斜視図。
【図１５】サンゴ増養殖用構造物の更に別の参考例の斜視図。
【図１６】サンゴ増養殖用構造物の更に別の参考例の斜視図。
【図１７】サンゴ増養殖用構造物の更に別の参考例の斜視図。
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【図１８】サンゴ増養殖用構造物の他の参考例の斜視図。
【符号の説明】
【００５０】
１、２１、２６、３１、３５、４１、４５、５１、５５、６１・・サンゴ増養殖用構造物
２、６、８、９、１３、１４、２２、５３、５６・・格子状構造物
２ａ・・横桟
２ｂ・・縦桟
３・・桟
１０・・爪又は脚
３２・・ロッド
３３、３３ａ・・連結部材
４２、４８、５２ｃ、５８・・脚
４７・・コイルバネ
４９・・チューブ
５２、５７・・枠組
５２ａ・・支柱
５２ｂ・・矩形枠
５９・・バー

【図１】

【図２】

【図３】
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【図１２】

【図１３】
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