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魚礁に固着された合成樹脂マット中に生育する付着動物

細木光夫*・大野正夫*人 JII上寿一*付

Attached Animals in the Fixed Mat on Artificial Reef 

Mitsuo HOSOGI*， Masao OHNO**， and Tosikazu KAWAKAMI*** 

Abstract 

105 

Artificial reefs wer巴.seton the bottoms at 5-10m depth along the coast of Tosa Bay， southern Japan. They 

are fixed the plastic curl mats of 4 and 12cm thick on th巴 surfaceof the concreie brocks. There were much 

biomass of attached animals in the plastic curl mats. Their biomass hav巴 beenincreased with time and attained 

105 species， 10，280 individuals/m2 and 298.13 w.wg/m2 in the thin mat after 18 months. The dominant 

species in the mat was small crustacea. The biomass of attached animals in th巴 thickmats showed higher 

values than that in the thin mats. The biomass of attached animals in the mat were also about 10 times of values 

compare with them on the concrete. 

，. はじめに 2. 調査の方法

近年沿岸漁場の整備が進められ，その一環として魚類・ 実験礁を設置した海域は，高知県土佐清水市の足摺半

貝類・甲殻類および海漢を対象とした種々の魚礁が沈設 島の基部にあたる下益野地先海域である (Fig.1)。試

されている o しかし，魚介類の餌料として重姿な付着動 験海域の水深は 3~10mで，底質は主に岩絵でありその

物を対象とした魚礁の研究は遅れている。高知県沿岸で 中に転石および砂磯域がある。試験海域は黒潮の影響が

は磯焼け現象が起こり，喜車場の衰退が著しく，藻場内を 強く，浅海の岩礁地帯にはミドリイシ類，ハナヤサイサ

生怠場所とする付着動物も減少し，ひいてはこれらを餌 ンゴ類などの造礁サンゴの発達もみられ，海藻類は極め

料とする磯根資源も減少している日。 て少なく，磯焼け現象を呈していた。

阻マリノフォーラム21の研究プロジェクトとして，魚、 実験礁は，川上等研究プロジェクトのメンバーにより，

類・貝類・甲殻類・海藻および付着動物資源の埼大を 従来のアワビ礁やイセエピ礁の形態を参考にして，海藻

目的とした磯根資源、礁の梼発研究が1987~ 1990年にかけ の付きやすい付着商，アワど・イセエピ、の習性に合った

て行われ，各分野においてそれぞれの結巣が得られてい 矯造，複雑な海底に沈設しやすい形態などを考慮にいれ

る。

ここでは，実験ブロック上の付着動物の組成と現存量

の変動についての結果を報告する。
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Fig. 2 The structure of artificial reef fixed plastic curl mat. 

(2m x 1.2m，lm of hight) 

作成された。なお，魚礁の上国，魚礁の正面に設けられ

た2段のテラス上および側面には海藻の厨着や付着動物

の着生を促進させ，それらの現存量を増加させるために

合成樹脂マット(直径約1.5mmの繊維状のポリプロピレ

ンをカールさせ積み重ねたもの，新光ナイロン鞠製作)

をボルトで取り付けた。取り付けた合成樹脂マットは

1987年は厚さ約 4cmの王子板状， 1988年は厚さ約12cmの

ブロック状のものである (Fig.2，以下前者を薄型，後

者を淳型とする)。

実験礁は1987年3月および1988年10月に設置された。

設置個数はそれぞれ75倒， 135個であった。

付着動物調査は1987年12J:l， 1988年 5・9JL 1989年

5・12月の 5殴，試験海域の中心に当たる水深 7m付近

に設霞した 3個の実験礁の上簡について行った。調査の

対象は主に薄型の合成樹脂マットとし，そのマットは順

次異なるものにした。しかし， 1989年 5月には厚型の合

成樹脂マット，同年12月には実験礁上面のコンクリート

面についても務査を行った。

実験礁に取り付けられた合成樹脂マット0.3m2 (0.3 

m x1m) をダイバーが水中で取り外しヒニ ル袋に入

れ，船上でホルマリン固定をした。実験室内に搬入した

マットは全ての付着物を掻き取り， 0.5mmのアルイで

よくふるった後，顕微鏡下で全動物の同定・定震を行っ

Tこ。

3. 結果と考察

1) 沈設9ヶ月後 (1987年12月)

薄型マットに出現した付着動物は， 58種， 1，027個体/

m2， 81. 63g/m2であった。

分類群加の出現状況をみると，出現種類数および倒体

数では，ヨコエビ類および十脚目が多く出現したため，

節足動物が最も大きな割合 (48.3，69.5%) を占めた。

一方，湿重量をみると，他の動物に比べて大型のアコヤ

ガイが出現したため，軟体類が最も大きな都合 (50%近

く)を占めた。

2) 沈設 1年2ヶ月後 (1988年5月)

薄型マットに出現した付着動物は77種， 77，810個体/

m2， 177. 33g/m2であった。

分類群別の出現状況をみると，種類数および個体数で

は，前回と同じくヨコエピ類が多く出現したため，節足

動物が最も大きな割合 (37.7，85.1%) を占めた。一方，

湿重量はその他の動物が全体の2/3以上 (75.3%) を占

めたが，その構成は群体を形成する海綿動物やウミトサ

カ類などであった。

3) 沈設 1年6ヶ月後 (1988年g月)

薄型マットに出現した付着動物は105種， 10，280個体/

m2， 298. 13g/m2であった。

分類群別の出現状況をみると，種類数および倒体数と

も節足動物が最も大きな割合で37.1，58.5%を占めたが，

環形動物も35.2，35.9%出現した。節足動物が大きな都

合を占めたのは，種類数では十勝目が多く出現したため

であり，個体数ではタナイス自が多く出現したためで、あ

る。また，出現種類数および個体数で環形動物が大きな

割合を占めたのは，多毛絢の遊在百，定在日ともに豊富

に出現したためである。この誠査時では群体を形成する

海綿動物および大裂の原索動物のホヤ類が出現した。

4) 沈設2年2ヶ月後 (1989年5月)

薄君主マットに出現した付着動物は138種，37，457偲体/

m2， 1，023. 37g/m2であった。

分類群別の出現状況をみると，種類数および個体数で

は環形動物が最も大きな割合 (37.0，53.0%) を占めた。

これは，穏類数では多毛織の遊在日，定在日ともに豊富

であったこと，個体数では遊在自のシリス科および定在

日のタケフシゴカイ科の出現霊が多かったためである。

一方，湿重量は，群体を形成する海綿動物やコケムシ類

および大裂の原索動物のホヤ類が出現したため，その他
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の動物が最も大きな割合 (70.0%)を占めた。

5) 沈設 2年9ヶ月後 (1989年12月)

薄型マットに出現した付着動物は91種， 14，083俗体/

m2， 794. 53g/m2であった。

分類群別の出現状況をみると，穫類数では，ヨコエビ

類とともに十脚自が比較的多く出現したため，節足動物

が最も大きな都合 (35.2%) を占めた。俄体数では環形

動物が最も大きな割合 (51.7%)を占めた。これは遊在

自のシリス科および定在尽のオアエリアゴカイ科とタケ

フシゴカイ科の出現最が多かったためである。湿重量は，

群体を形成する海綿動物が多く出現したため，その他の

動物が最も大きな都合 (72.4%) を占めた。

6) 考察

以上のように薄裂の合成樹脂マットには，設置後9ヶ

月ですでに多く (58種， 1，027個体1m2，81. 63g/m2
) の付

着動物が出現した。出現種類数および湿重量は1989年5

月までは設置期間の経過とともに順次増加したが， 1989 

年12月には減少した。一方，出現倒体数が最も多く出現

したのは1988年5月であり，設置年数の経過に伴う一定

の傾向はみられないが，春季に多く，秋・冬季に少なか

った (Fig.3)。出現穣類数および波重量が増加したの

は，設麓期間の経過に伴い，種々の生活様式を持つ付着

動物(例えば穿孔性のホシムシ類や多毛綱の Polydora騒

など)が増加したこと，付着動物が成長したことなどの

原因が考えられるo また， 1989年12月に減少した原因と

して，水温の低下の影響が考えられる。一方，出現{悶体

数が春季に多いのは動物の再生産期にあたるためであろ

う。 1988年 5}1に特に多いのは，ヨコエピ類、が多く出現

したことによる影響であり，これは瀬戸内海に沈設され

たコンクリート礁の表閣で最初に肉眼的先駆者として端

脚類が出現した伊藤2)の観察結果と一致する。合成樹脂

Fig. 3 The variation of the biomass of attached マット中の付着動物の出現種類数は各地の岩礁域の調査

animals in the plastic curl mat fixed the 結果(l6~42種，伊藤町と比較すると，マット中の付
artificial reef. 
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着動物の種類数が非常に愛寓であることが認められた。

合成樹脂マットの形状による付着動物の違いをみるた

めに，淳型の調査結果と 1988年5月の薄型の結果と比較

した (Fig.4)。なお沈設期潤は厚型は 7ヶ月，薄型は

l年 2ヶ月であった。厚裂に出現した付養動物は103種，

85， 167個体1m2，1，062.47 g/m2であった。分類群別の出

現状況をみると，種類数および個体数では，ヨコエビ類

が多く出現したため，節足動物が最も大きな割合 (40.8，

75.6%) を占めた。一方，湿重量は，群体を形成する海

綿動物が多く出現したため，その他の動物が大きな割合

(84.7%) を占めた。厚裂の付着動物は薄型の付着動物

に比較して全項目とも多く出現しており，特に湿重量は

約6倍の値を示した。このように，厚型中の付着動物震

は薄裂中の付着生物量を短期間にしのいでおり，合成樹

脂マットの体積を大きくすることは，付表動物の増殖の

効果をより促進すると考えられる。

1989年12月に沈設後 2年 9ヶ月経過したコンクリート

面に出現した付着動物は26穣， 3，250僧体1m2，37. 53g1が

であった。分類群別の出現状況をみると，種類数および

個体数では環7移動物が大きな割合 (38.5，48.6%) を占

め，湿重量は軟体動物がほとんど (90.2%) を占めた。

この結果を同時務査の薄型の合成樹脂マットと比較する

と，コンクリ ト商で出現した付着動物は緩めて少なく，

種類数，個体数および湿重量は，それぞれ1/3.5，約1/4，

および約1/20でしかなかった (Fig.5)。天然岩礁にお

ける磯魚は海渓付着動物である小型甲殻類を主要な食物

源としており(奥野'))，合成樹脂マット中にはコンク

リート笛に比較して小型甲殻類の湿重量が多く，単位面

積当り餌料生物の現存量が多いことが示された。

薄型の合成樹脂マットに出現した付着動物を梶原5)に

従い第 l次付着動物(付着した場所をほとんど移動しな

いもの)および第 2次付着動物(基盤上を自由に移動で

きるもの)に分類した。第 1次付着動物が全体に占める

割合は，一定の傾向は見られず，出現種類数では約10~
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20%，出現僧体数では 5-10%程度であり，湿重量でも

40-80%程度であった (Fig.6)。この割合は一般の付

着動物棺(イガイ，カキ類，フジツボ類などが優占する)

と比較すると少ないようである。付着動物の主体は第 l

次付着動物であり，個体も大裂で大きな群をつくり，そ

の立体的安聞の大きさにより付着動物量は決定されると

考えられるが(伊藤3))，合成樹脂マット中では第 l次

付着動物の量が少ないのに関わらず，第 2次付着動物の

出現量は多くなっている。これは，一般では第 l次付着

動物が与える立体的空間を，合成樹脂マットが与えたた

めであろう。

以上のように魚礁に取り付けられた合成樹脂マット中

にはコンクリート菌に比較して付着動物の増殖に大きな

効果をもち，その効果は設置後 9ヶ月ですでに認められ，

2年 9ヶ月でも持続していた。また，その効果はマット

の体穫を増やすことでより増加した。今後魚礁による魚

類の増殖的効果を考える特に，今回のようなマットの間

着を考慮すれば，より効果があがるものと考えられる。

本調査の今後の問題点として，適切な厚さの決定，効

果の持続期間などがあげられる。

終わりに，本研究の機会を与えて下さった鮒マリノフ

ォーラム21に感謝申し上げます。また，試料の採取を行

って下さった，高知大学海洋生物教育研究センタ 井本

善次氏，高知大学大学院生筒井功氏および高知大学学生

の皆様方に感謝の意を表します。
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