
JP 4998908 B2 2012.8.15

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
表面にはポストラーバや稚エビがその成長に合わせて棲み替えるための直径（Ｄ）と奥行
き（Ｌ）で表現されるサイズの異なる凹部を、それぞれ複数個穿ってある側壁を１面以上
有する本体部を、該本体部の底面よりも広い表面を有する基盤部の上に載置してあるイセ
エビ用の増殖礁において、直径（Ｄ）と奥行き（Ｌ）が以下の数式で表されることを特徴
とするイセエビ用の増殖礁。
　　　１．１５・ｘ－３．５０≦ Ｄ ≦１．７０・ｘ＋１２．８９
　　　２．３７・ｘ－３．７０≦ Ｌ ≦４．０７・ｘ＋２８．８７
ここで、６．４≦ｘ（稚エビの甲長）≦３０.０、ｘ，Ｄ，Ｌの単位は［ｍｍ］
【請求項２】
サイズの小さい凹部ほど数が多くなるように配設してある請求項１に記載のイセエビ用の
増殖礁。
【請求項３】
本体部の側壁表面には、ポストラーバや稚エビの生育段階に応じて以下に定めてある８段
階の直径と奥行きの凹部を、１側壁ごとに８段階の凹部の全部を配設してある請求項１又
は２に記載のイセエビ用の増殖礁。
　　１段階の直径　　８～１２ｍｍ、奥行き　２２～３５ｍｍ
　　２段階の直径　１２～１５ｍｍ、奥行き　３５～４０ｍｍ
　　３段階の直径　１５～１７ｍｍ、奥行き　４０～４７ｍｍ
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　　４段階の直径　１７～２１ｍｍ、奥行き　４７～５５ｍｍ
　　５段階の直径　２１～２４ｍｍ、奥行き　５５～６４ｍｍ
　　６段階の直径　２４～２９ｍｍ、奥行き　６４～７８ｍｍ
　　７段階の直径　２９～３６ｍｍ、奥行き　７８～９４ｍｍ
　　８段階の直径　３６～４６ｍｍ、奥行き　９４～１３１ｍｍ
　　　（各寸法範囲に上限値は含まれない）
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、イセエビ用の増殖礁とその設置方法に関する。詳しくは、ポストラーバや稚
エビが安全に棲みつき、成長できるイセエビ用の人工増殖礁とその人工増殖礁を用いてイ
セエビの増殖を促進するための設置方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のイセエビ用の増殖礁は、一抱えほどの天然石を積み重ねて設置する投石礁やスリ
ット様の隙間を備えたブロック状のものが多く、これらに人工海藻を組み合わせたタイプ
のものも考案されている。しかし、その後の研究によって、ポストラーバや小型の稚エビ
は、石と石の隙間やスリット様の隙間ではなく、シリンダー様の小さな凹部に棲みつくこ
とや、海藻に棲みつく稚エビは凹部に比べて少ないことが判明している。そのため、有効
なイセエビ用の増殖礁の開発が期待されている。
【０００３】
　イセエビは、フィロソーマ幼生、ポストラーバ（プエルルスとも呼ばれている。）、稚
エビ、親エビという順で成長する。このうち、ポストラーバ以降は、親エビと同じように
海底を歩いて生活する。ポストラーバは、その前半はプランクトンとして海中を漂ってい
るが、その後半に海底に降りる。このポストラーバが最初にどこへ着底するのか（すなわ
ち、日中どこに隠れるのか）については、長年の間誤解されていた。すなわち、テングサ
を刈り取ると稀にポストラーバや稚エビが混じっていることがあるため、従来は、テング
サのような小型の海藻に隠れるのであろうと推測されていた。そのため、上記のとおり、
人工海藻を取り付けた魚礁が考案された。しかし、海藻を隠れ場とするポストラーバや稚
エビは少なく、その近傍の岩礁表面の凹部に隠れるものが圧倒的に多いことが明らかにさ
れた。さらに、人工海藻の稚エビ索餌場としての機能は確認されていない上、ナイロンな
どで作った人工海藻は頻繁に交換しなければならず、維持が難しく、海洋ゴミの問題をも
たらす可能性もある。
【０００４】
　イセエビ資源の確保や増殖には、特に、産卵後、沖合から沿岸に戻ってくる最初の段階
であるポストラーバをたくさん着底させられるかどうかが重要である。従来のイセエビ用
の増殖礁は、ポストラーバの着底・生息場所に関する知見が十分ではなかった時代に考案
されたものであり、当然ながらポストラーバに有効な環境条件を十分に反映させることが
できなかった。
【０００５】
　本発明者らは、数多くの潜水調査や種々の試験研究の結果、ポストラーバは孔に隠れ、
孔の周りの海藻を餌場として利用することを初めて解明した。すなわち、親エビは、よく
知られているように、岩の隙間や岩棚など、孔よりもやや開放的な場所を好むが、ポスト
ラーバや稚エビは、その体がぴったり入る程度の孔を好むこと、そして、ヤドカリのよう
に、脱皮して大きな稚エビに成長するたびに、より大きな孔（より大きくて体がぴったり
入る孔）に移動する習性をポストラーバのときから有することが、本発明者らの研究によ
って明らかとなった。
【０００６】
　ポストラーバの着底は、それが浮遊・遊泳して沖合から来遊し、岩礁に生えている海藻
類を感知してそれにしがみつくことで始まる。海藻にしがみついたポストラーバは、その



(3) JP 4998908 B2 2012.8.15

10

20

30

40

50

後海藻の周辺に点在する孔を探し出し、これに入居することで外敵から身を守り、安全を
確保する。稚エビに成長した後も、脱皮ごとに、より大きな孔を探し出してこれに移り棲
むことで外敵に襲われる危険を回避し、かつ、夜間は孔の近くにある海藻類の上に登って
餌をあさる。このように、着底場と餌場を兼ねた海藻と、隠れ場となり成育段階に応じた
適切なサイズの孔の存在がイセエビの成育場の条件として必要である。
【０００７】
　これら２つの環境条件（孔と海藻）を、ポストラーバや稚エビがそれらを探し出すのに
時間を要しないほど潤沢に、近い場所にまとめて提供してやることで、ポストラーバや稚
エビをたくさん集めたり、それらの生き残り率を高めることが可能になるものと考えられ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開昭５９－１４６５２９号公報
【特許文献２】特開平２－７２８１４号公報
【特許文献３】特開平３－２７７２２１号公報
【特許文献４】特開平４－３１６４３６号公報
【特許文献５】特開平５－２１９８５７号公報
【特許文献６】特開平６－１４６７３号公報
【特許文献７】特開平７－１７７８３４号公報
【特許文献８】特開平９－２８２３０号公報
【特許文献９】特開２００１－３１４１３４号公報
【特許文献１０】特開２００２－１２５５０８号公報
【特許文献１１】特開２００４－１７３６６８号公報
【特許文献１２】実開昭６２－５７６７０号公報
【特許文献１３】実開平２－３６９６６号公報
【特許文献１４】実開平２－１００４５９号公報
【特許文献１５】実開平２－１１３９５８号公報
【特許文献１６】実開平７－７４１３号公報
【０００９】
　イセエビの人工増殖礁に関して、上記多数の特許文献がある。しかし、イセエビの増殖
にはポストラーバをたくさん着底させることが重要であるという認識や、ポストラーバを
着底させるのに適した人工増殖礁に関する発明は、これらの文献には全く見られない。
【００１０】
　上記の状況に鑑み、本発明者らは、ポストラーバや稚エビが必要とする環境を、自然環
境よりも理想的な状態や簡略化した状態で提供することによって、ポストラーバや稚エビ
の着底と生息を促し、イセエビ資源の増大を実現することを指向し、種々調査・研究の結
果、本発明を完成するに至った。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、ポストラーバや稚エビが安全に着底して棲みつき、成長できる新規なイセエ
ビ用の増殖礁とその増殖礁を用いてイセエビの増殖を促進する新規な設置方法を提供する
ことを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するための本発明のうち特許請求の範囲・請求項１に記載する発明は、
表面にはポストラーバや稚エビがその成長に合わせて棲み替えるための直径と奥行きで表
現されるサイズの異なる凹部をそれぞれ複数個穿ってある側壁を１面以上有する本体部を
、該本体部の底面よりも広い表面を有する基盤部の上に載置してあるイセエビ用の増殖礁
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である。
【００１３】
　また、同じく請求項２，３に記載する発明は、本体部の側壁表面には、ポストラーバや
稚エビの生育段階に応じて表１に定めてある８段階の直径と奥行きで表現されるサイズの
凹部を、１側壁ごとに８段階の凹部の全部をサイズの小さい凹部ほど数が多くなるように
ランダムに配設してある請求項１又は２に記載のイセエビ用の増殖礁である。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明に係るイセエビ用の増殖礁は、その側壁の表面をポストラーバや稚エビが好む薄
暗い環境にしてあり、かつ、ポストラーバや稚エビがその成長に応じて体をぴったり入れ
ることが可能な複数個の凹部（孔）を備えていると共に、餌場である海藻が凹部の近くに
生えるようにして、隠れ場と餌場の両方を充足させるようにしたので、イセエビがポスト
ラーバの段階から安全に棲みついて成長することができる。すなわち、本発明に係るイセ
エビ用の増殖礁は、最も弱い時期のイセエビに的確な成育環境を与え、ポストラーバや稚
エビの生残率を高めることによって、イセエビ増殖の重要なポイントを十分に満足させ、
イセエビの増殖を促進することができる。
【００１５】
　本発明に係るイセエビ用の増殖礁の設置方法によれば、ポストラーバや稚エビが長期間
棲みつくことができるので、たくさんの稚エビが海底に留まったり、生き残ってくれる。
すなわち、本発明に係るイセエビ用増殖礁を藻場又はその周辺に年間を通して設置するこ
とによって、藻場全体の稚エビ密度や生息数を増やすことができるので、海底面をより有
効に活用できる。
【００１６】
　本発明に係るイセエビ用増殖礁は、ポストラーバや稚エビが求める成育環境条件を自然
界よりも拡大・誇張して人為的に与えるもので、自然界の平均レベルを越えた環境を提供
し、ポストラーバや稚エビの生残率を高めることによってイセエビ資源を増大させること
が期待でき、イセエビ漁業に大きく貢献し得るものである。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明に係るイセエビ用増殖礁の全体の形状と側壁及び凹部の形状の一例の説明
図である。
【図２】実施例１のイセエビ用の増殖礁の構造・形状を示す説明図である。
【図３】実施例１のイセエビ用の増殖礁を海底に設置した以後の状態を示す説明図である
。
【図４】ポストラーバや稚エビの甲長とそれらが隠れ場としていた凹部のサイズの関係を
示すグラフである。
【図５】稚エビの甲長と第１触覚の節の数との関係を示すグラフである。
【図６】脱皮令別に見た利用凹部の直径（左図）と奥行き（右図）を示すグラフである。
【符号の説明】
【００１８】
　図２において、１はイセエビ用の増殖礁の全体、２は本体部、３は基盤部をそれぞれ示
す。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図１は、本発明に係るイセエビ用の増殖礁で、図２・図３以外のタイプの例の説明図で
ある。図１において、上方の図は増殖礁の本体部の側壁の形状を、また、下方の図は増殖
礁の全体の形状を示すものである。また、図２は、本発明の実施例１のイセエビ用の増殖
礁の構造・形状を示す説明図であり、図３は、本発明の実施例１のイセエビ用増殖礁を海
底に設置した以後の状態を示す説明図である。
【００２０】
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　本発明に係るイセエビ用の増殖礁は、図１～図３に示すように、本体部と基盤部で構成
されている。まず、本体部の構造について説明すると、本体部は、通常のイセエビ増殖礁
のとおり、コンクリ－ト材などからなるブロック状のものであって、上方に向かってオー
バーハング状に伸びている側壁を１面以上備えていることが必要である。また、その側壁
の表面には、ポストラーバや稚エビがその成長に合わせて棲み替えるための、直径と奥行
きで表現されるサイズの異なる複数個の凹部（孔）を穿ってあることが必要である。さら
に、その凹部の全部又は一部は、側壁の表面に直交するように（すなわち、側壁の表面に
対して垂直方向に）穿ってあることが好ましい。さらに、本体部は、その近傍に海藻が生
えるように、本体部の底面よりも広い表面を有する基盤部上に載置することが必要である
。なお、側壁の表面の形状は、平面状又は略平面状であることが好ましいが、必ずしもこ
れらに限定されるものではない。
【００２１】
　本発明に係るイセエビ用の増殖礁において、本体部の側壁の１面以上が「上方に向かっ
てオーバーハング状に伸びている」とは、側壁の１面ないし全面について、その上縁が下
縁よりも前方に張り出すように形成することである。なお、側壁の傾き角度は、基盤部の
表面に対しておよそ４０度以上とすることが好ましい。換言すれば、本体部の側壁が「オ
ーバーハング状に伸びている」とは、本体部の底面に対してその頂面（天井）の面積が広
くなるように側壁を形成することである。例えば、図１の下方に「全体の形状」として示
す３つの増殖礁の本体部の形状は、いずれも本発明でいう「上方に向かってオーバーハン
グ状に伸びている側壁」の範疇に含まれる。また、側壁の形状は、図１の上方の各図に例
示するように、平板状、逆階段状、局面状などであっても差し支えない。
【００２２】
　本発明において、本体部の側壁を「上方に向かってオーバーハング状に伸びている」よ
うに形成する理由は、オーバーハング状に形成することによって、その側壁をポストラー
バや稚エビが好む薄暗い環境にするためである。そのため、本体部の側壁を上方に向かっ
てオーバーハング状に伸びているように形成すると、ポストラーバや稚エビがその側壁に
集まって来やすくなる。
【００２３】
　また、本発明において、本体部の側壁の凹部（孔）の全部又は一部を、オーバーハング
状の側壁の表面に直交するように穿つ理由は、そのように凹部を穿つことによって、凹部
が斜め下に向いて開口することになり、凹部の内部に傾斜ができて、その内部が砂泥で埋
没する危険性が低くなるからである。すなわち、凹部を上記の構造に形成すると、凹部が
埋没して無駄になる危険性が少なくなり、凹部の機能をより長期間保持できる。凹部を側
壁の表面に直交するように穿つ例は、図１の上方の５つの図に示してある。
【００２４】
　一方、本発明に係るイセエビ用の増殖礁において、基盤部は、本体部の底面よりも広い
表面を有すると共に、その表面に本体部を載置してあることが必要である。すなわち、基
盤部は、十分な広さの表面を備え、これを海底に設置したとき、その表面に稚エビの餌場
となり得る海藻が生えやすいようにする必要がある。なお、本体部の頂面は、側壁面との
コーナー付近の強度確保が主な役割であるが、ここにも海藻が生え、稚エビの餌場となり
得る。また、基盤部の表面は、平面状又は略平面状であることが好ましいが、海藻が生育
できる限り、必ずしもそれに限定されるものではない。さらに、海底付近は漂砂などの影
響で海藻が傷みやすいので、基盤部は３０ｃｍ以上の厚み（高さ）を有することが好まし
い。
【００２５】
　本発明に係るイセエビ用の増殖礁において、本体部の側壁の表面には、ポストラーバや
稚エビがその成長に合わせて棲み替えるための、直径と奥行きで表現されるサイズの異な
る凹部をそれぞれ複数個穿ってある。なお、凹部は、側壁の１面について、サイズの小さ
い凹部ほど個数が多くなるようにランダムに配置することが好ましい。さらに好ましくは
、側壁の凹部は、表１に示す８段階のサイズに基づいて各側壁ごとに８段階のサイズ全部
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をサイズの小さい凹部ほど個数が多くなるようにランダムに穿っておくとよい。また、凹
部は、細長い形状のものであればよいが、略円筒状であることが好ましい。
【００２６】
　イセエビ用の増殖礁において、孔（凹部）は、イセエビが外敵から身を守るための必要
不可欠な場所である。夜行性のイセエビにとって、昼間をどこでどう過ごすのか、それに
よって食われたり生き残ったり、明暗が分かれる。不的確なサイズの孔の場合、例えば直
径が大き過ぎると、魚類やシャコのように動き回って餌を探す生物に襲われやすくなる。
すなわち、体と孔の隙間が広いと、そこから敵が侵入しやすくなる。そのため、ポストラ
ーバや稚エビは、体にピッタリ合ったサイズの孔に身を隠し、かつ、入口から２本の大き
なアンテナを外に出して、それによって外敵を探知したり追い払うことで生き残る確率を
高くしている。天然の海では、この「ピッタリした孔」が潤沢にあるわけではない。その
ため、外敵に襲われやすい大きな孔や、孔ではなく石の下の隙間などに潜んでいるイセエ
ビも見かけるが、そのエビが生き残り確率は低いものと考えられる。そこで、イセエビを
増殖するには、ポストラーバや稚エビの体にぴったりと合って外敵が内部に入りにくい孔
をたくさん与え、ポストラーバや稚エビの生き残る確率を高めてやることが大切である。
【００２７】
　天然には、そもそもこのような孔がたくさんある岩が少なく、ポストラーバから順次脱
皮するごとに、稚エビは次第に周辺に散らばって行く。そのときの移動距離が長いほど外
敵に襲われる危険が高く、死亡するものが増える。ポストラーバとして最初に棲みついた
場所付近に、より大きな孔と餌場があれば、移動距離は短くて済むので、生残率が高くな
ることが期待できる。
【００２８】
　イセエビは幼生の飼育が難しく、人工の稚イセエビを量産することは困難である。そこ
で、イセエビを増殖するためには、自然が撒いてくれたイセエビの種、つまりはポストラ
ーバをそこから流出させないで留め、かつ、成育するための環境を与えることが大切であ
ると考えられる。
【００２９】
　次に、本発明に係るイセエビ用の増殖礁の好ましい設置方法について説明する。
本発明に係るイセエビ用の増殖礁は、稚エビが本来生息している場所である、外海に面し
た海藻群落（藻場）の中やその周辺の海底に設置する。そのように設置することで、基盤
部の表面や本体部の頂面に海藻を生やすことが比較的容易である。設置水深はおよそ２０
ｍよりも浅い場所が好ましい。また、本体部が壊れたり、移動・転倒することを回避する
ために、台風時の波浪の影響を受けにくい水深帯に設置することが好ましい。しかし、磯
焼け地帯に設置すると、例えば磯焼けの持続要因が濁りによる光不足であり、増殖礁の高
さによってこの問題が解決できる場合を除いて、高い効果は望めない。なお、一度設置し
たら、原則として年間を通して使用し、移動はしない方がよい。ただし、設置した後に海
藻が生えなかった場合はこの限りではない。
【００３０】
　以下、表１を作成した経緯と作成方法について説明する。
　本発明者らは、イセエビが分布している主な海域である千葉県、静岡県、三重県、徳島
県、長崎県、鹿児島県沖において潜水調査を実施し、ポストラーバや稚エビが実際に隠れ
ている場所を見つけだしては、その凹部（孔）の直径と奥行きで表現されるサイズとポス
トラーバや稚エビのサイズを測定して、データを収集して図４を作成した。図４は、ポス
トラーバや稚エビの甲長とそれらが隠れ場としていた凹部のサイズの関係を示すグラフで
ある。本発明者らは、この図４のデータを用いて統計処理を行ない、ポストラーバや稚エ
ビの棲みつきに最適と考えられる８段階の凹部のサイズを決めて、表１を作成した。すな
わち、表１には甲長約７ｍｍのポストラーバから甲長約３０ｍｍの稚エビまでに適用でき
る凹部のサイズが示してある。表１は、例えば、段階１の凹部は、直径が８ｍｍ以上で１
２ｍｍ未満、奥行きが２２ｍｍ以上で３５ｍｍ未満であること、段階２の凹部は、直径が
１２ｍｍ以上で１５ｍｍ未満、奥行きが３５ｍｍ以上で４０ｍｍ未満であることを示して
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いる。
　また、図４中の直線は、得られたデータの大部分が含まれる範囲を示したもので、稚エ
ビの成長に合わせて甲長を２ｍｍ間隔で複数のブロックに分割し、夫々のブロックにおけ
る最大値と最小値を統計処理して直線で示したものである。
　その結果、甲長ｘ［ｍｍ］とした場合、直径の最大値Ｄmax、最小値Ｄmin、奥行きの最
大値Ｌmax、最小値Ｌminは夫々下記の式で表されることがわかった。
　なお、甲長ｘの最大値は３０．０ｍｍ、最小値は６．４ｍｍである。
　　Ｄmax＝１．７０・ｘ＋１２．８９
　　Ｄmin＝１．１５・ｘ－３．５０
　　Ｌmax＝４．０７・ｘ＋２８．８７
　　Ｌmin＝２．７３・ｘ－３．７０
　図４から明らかなように、大部分のデータはこれらの直線で囲まれた範囲内に存在して
おり、これらの範囲内のサイズからなる凹部を形成すれば稚エビが隠れ住む可能性が高い
といえる。
【００３１】
　本発明に係るイセエビ用増殖礁の本体の側壁表面には、この表１の数値に基づいて側壁
ごとに凹部の個数を決め、１つの側壁には８段階のサイズの凹部の全てを小さい凹部ほど
その個数が多くなるようにランダムに配置してやればよい。
【００３２】
　既知の情報に本発明者らの研究を加えて検討した結果、本発明者らは、イセエビの甲長
と第１触覚の節の数との間には特定の関係があることを知見し、これを図５にまとめた。
すなわち、図５は、稚エビの甲長と第１触覚の節の数との関係を示すグラフである。図５
において、記号の種類が各脱皮令（何回脱皮したものか）を表している。この関係から図
４の稚エビの脱皮令を推定し、各脱皮令ごとに利用凹部の直径と奥行きの値を集計し、統
計処理した。
【００３３】
　図５のグラフを、先に求めた脱皮令ごとにプロットすると図６となる。図６は、脱皮令
別に見た利用凹部の直径（左図）と奥行き（右図）を示すグラフである。すなわち、図６
は、図４を図５の境界値ごとに集約したものである。図６によって、成長段階に応じた凹
部の選択サイズの範囲が明らかになった。
【００３４】
　図６の関係に基づき、各脱皮令ごとの凹部サイズのうち、原則として平均値の上下９９
％信頼区間を各令に適した凹部のサイズ範囲とした。ただし、例えば、第５令の上限値と
第６令の下限値のように、隣接する令間での凹部サイズの範囲が重複する場合は、それぞ
れの中間値を境界値として算出した。逆に、第６令の上限値と第７令の下限値のように範
囲が離れて重複しない場合は、標本の偏りが原因であると判断し、より広い範囲を適用し
て確実性を確保するために、やはりそれらの中間値を境界値とした。これによって得られ
た凹部のサイズ範囲を表１にまとめた。
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【表１】

【実施例１】
【００３５】
　以下、実施例によって本発明に係るイセエビ増殖礁の構造をさらに詳細に説明する。
図２は、本実施例に係るイセエビ用の増殖礁の構造・形状を示す説明図である。また、図
３は、図２の増殖礁を海底に設置した以後の状態を示す説明図である。図２において、１
は、本体部２と基盤部３とで構成し、本体部２を基盤部３の上に載置した状態で海底に設
置するイセエビ用の増殖礁である。
【００３６】
　図２において、本体部２は、コンクリートブロック材からなり、高さ１ｍで、ほぼ平面
状の頂面（天井）21を有している。頂面21は１ｍ×１ｍ程度のほぼ正方形であり、底面22
は０．５ｍ×１．５ｍ程度のほぼ長方形である。本体部２の長方向の両壁面23・23は底面
22から上方に向かってオーバーハング状に伸びている。逆に言えば、長方向の両壁面23・
23は頂面21から約０．２ｍ下がった位置からそれぞれ下窄まり状に狭く形成してある。短
方向の壁面24・24は基盤部３に向かってほぼ垂直に降下している。すなわち、本実施例の
イセエビ用の増殖礁１では、長方向の両壁面23・23だけをオーバーハング状に形成してあ
る。
【００３７】
　図２において、基盤部３は、本体部２と同じコンクリートブロック材からなり、高さが
約０．３ｍで長さ１．５ｍ×幅１．２ｍのほぼ長板形状であり、その表面31の中央に本体
部２を載置している。なお、本体部２と基盤部３は一体的に形成したものでも差し支えな
い。
【００３８】
　図２に示すように、本体部２の側壁23と同24には、その一面一面について直径と奥行き
で表現されるサイズの異なる８段階の凹部（孔）が、小さい凹部からその個数が多くなる
ように、しかし、その位置は全くランダムに配設されている。８段階の凹部は表１に基づ
いて作成したものである。
【００３９】
　なお、側壁23と同24の凹部の全部又は一部は、側壁23や同24の表面に対して直交するよ
うに穿つことが好ましい。このように穿つことで、凹部が斜め下に向かって開口すること
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になり、凹部の内部に傾斜ができて、その内部に砂などが溜まりにくくなるからである。
【００４０】
　次に、このイセエビ用の増殖礁１を海底に設置する方法について説明する。
水深２０ｍ以浅で、なるべく外海に面している藻場を選び、その藻場の中央に本実施例の
イセエビ用の増殖礁１を設置する。一度設置したら、年間を通じて設置し続け、移動はし
ない方がよい。ただし、設置後に海藻が着生しない場合は、他の場所へ移動することが好
ましい。
【００４１】
　設置後しばらく経過すると、図３に示すように、イセエビ用の増殖礁１の本体部２の頂
面21や基盤部３の表面31には海藻がたくさん生えてくるので、本増殖礁１はポストラーバ
や稚エビの絶好の餌場となる。そのため、ポストラーバや稚エビが集まって来て本体部２
の側壁23や同24にたどりつき、自分の体にぴったり合った凹部を探し出してその凹部へ入
り込み、棲みつくことになる。ポストラーバや稚エビは、日中は凹部の中に潜んでいて、
周囲が暗くなると凹部から出て、海藻の上や周辺部に生息する小動物類をあさるが、棲み
ついている凹部のすぐ近くに海藻がたくさん生えているので、海藻をあさるための長距離
移動の必要がなく、その結果、外敵に襲われるリスクが少なくなって、生残率がいちじる
しく高くなる。
【００４２】
　ポストラーバや稚エビは脱皮の都度、体のサイズが一回り大きくなるが、本実施例に係
る増殖礁１の本体部２には、いま棲んでいる凹部を穿ってある壁面にサイズの異なる８段
階の凹部がランダムに配置されているので、脱皮したポストラーバや稚エビは、同じ壁面
の凹部の中から自分の体に合った凹部を容易に探し出すことができ、その凹部へただちに
棲み替えることができる。すなわち、いったん本増殖礁１に棲みつくと、凹部から凹部へ
移動する距離がきわめて短くてすむので、移動の際に外敵に襲われるリスクがいちじるし
く少なくなって、生残率を高く維持できる。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　以上、詳細に説明したとおり、本発明に係るイセエビ用の増殖礁は、イセエビの成育に
必要な餌場と隠れ場の両方を短い距離の間に備えているので、ポストラーバや稚エビの定
着を促進するだけでなく、隠れ場と餌場を移動する距離や隠れ場（凹部）から隠れ場へ移
動する距離が短くてすみ、さらに本体部や基盤部の表面に自然に生える海藻が隠れ場であ
る凹部を覆うことで、外敵に襲われるリスクがいちじるしく少なくなる。その結果、ポス
トラーバや稚エビの生残率が大幅に向上し、イセエビの増殖を促進することができる。こ
のように、本発明は、イセエビ資源の確保にきわめて有益であり、まさに画期的な発明で
ある。
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