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(57)【要約】
　本発明は、水域環境で動物相および植物相の成長の促進に使用するための、１２未満の
ｐＨを有するコンクリートマトリックスを含む海洋インフラと、岩内生および岩表生の植
物相ならびに岩内生および岩表生の嫌気性および好気性の植物相および動物相を含めて、
水域環境で動物相および植物相の成長を促進する方法と、を提供する。



(2) JP 2016-508721 A 2016.3.24

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水域環境で動物相および植物相の成長を促進すべく使用するための、１２未満のｐＨを
有するコンクリートマトリックスを含む海洋インフラ。
【請求項２】
　請求項１に記載の海洋インフラにおいて、前記ｐＨが約１１未満であることを特徴とす
る海洋インフラ。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の海洋インフラにおいて、前記ｐＨが約９～１０．５であるこ
とを特徴とする海洋インフラ。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れか１項に記載の海洋インフラにおいて、前記コンクリートマトリ
ックスの前記ｐＨが前記インフラの頂部表面のｐＨであることを特徴とする海洋インフラ
。
【請求項５】
　請求項４に記載の海洋インフラにおいて、前記表面の厚さが約５ｃｍ以上であることを
特徴とする海洋インフラ。
【請求項６】
　請求項１乃至５の何れか１項に記載の海洋インフラにおいて、水域環境の塩分が約０～
４５ｐｐｔであることを特徴とする海洋インフラ。
【請求項７】
　請求項１乃至６の何れか１項に記載の海洋インフラにおいて、前記インフラが少なくと
も１２の粗さグレードの表面粗さを有することを特徴とする海洋インフラ。
【請求項８】
　請求項１乃至７の何れか１項に記載の海洋インフラにおいて、前記インフラが少なくと
も５０ミクロンのＲＡ値の表面粗さおよび５～２０ｍｍのＲＡ値の表面テクスチャーを有
することを特徴とする海洋インフラ。
【請求項９】
　請求項１乃至８の何れか１項に記載の海洋インフラにおいて、前記コンクリートマトリ
ックスが約１１００～約２５００Ｋｇ／ｍ３の単位体積あたりの重量を有することを特徴
とする海洋インフラ。
【請求項１０】
　請求項１乃至９の何れか１項に記載の海洋インフラにおいて、前記コンクリートマトリ
ックスが約１１００～約１８００Ｋｇ／ｍ３の単位体積あたりの重量を有することを特徴
とする海洋インフラ。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０の何れか１項に記載の海洋インフラにおいて、前記コンクリートマト
リックスが０～約９０％のポルトランドセメントを含むことを特徴とする海洋インフラ。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１の何れか１項に記載の海洋インフラにおいて、前記コンクリートマト
リックスがマイクロシリカ／シリカヒュームおよびメタカオリンおよび／またはアルミン
酸カルシウムセメントの少なくとも１つを含むことを特徴とする海洋インフラ。
【請求項１３】
　請求項１乃至１２の何れか１項に記載の海洋インフラにおいて、前記コンクリートマト
リックスが約３０～８０Ｍｐａの平均圧縮強度を有することを特徴とする海洋インフラ。
【請求項１４】
　請求項１乃至１３の何れか１項に記載の海洋インフラにおいて、前記コンクリートマト
リックスが７ｂａｒ下で約５～５０ｍｍの水浸透深さを呈することを特徴とする海洋イン
フラ。
【請求項１５】
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　請求項１乃至１４の何れか１項に記載の海洋インフラにおいて、前記コンクリートマト
リックスが約５００～２０００クーロンの塩化物浸透抵抗を有することを特徴とする海洋
インフラ。
【請求項１６】
　請求項１乃至１５の何れか１項に記載の海洋インフラにおいて、海洋の動物相および植
物相が、エンジニア種および生息地形成種およびサンゴおよび濾過摂食生物から選択され
ることを特徴とする海洋インフラ。
【請求項１７】
　請求項１乃至１６の何れか１項に記載の海洋インフラにおいて、海洋の動物相および植
物相の前記促進により、前記構造物の表面上への無機物の堆積が促進されて、１２ヶ月後
、０～１０メートルの深さ範囲で約５０～１０００ｇｒ／ｍ２の値に達することが可能で
あることを特徴とする海洋インフラ。
【請求項１８】
　請求項１乃至１７の何れか１項に記載の海洋インフラにおいて、海洋の動物相および植
物相の成長の前記促進により、前記構造物の表面上のクロロフィル濃度が、１２ヶ月後、
０～１０メートルの深さ範囲で約１００～８００μｇｒ／ｍ２の値に達することが可能で
あることを特徴とする海洋インフラ。
【請求項１９】
　請求項１乃至１８の何れか１項に記載の海洋インフラにおいて、海洋の動物相および植
物相の成長の前記促進により、前記構造物の表面上のサンゴの加入数が、１２ヶ月後、０
～１０メートルの深さ範囲で、１５×１５の表面積あたり約５～２５の加入数であること
を特徴とする海洋インフラ。
【請求項２０】
　請求項１乃至１９の何れか１項に記載の海洋インフラにおいて、海洋の動物相および植
物相の前記増大により、前記構造物の表面上の実験室条件下のサンゴの着床率が、約１ヶ
月後未満で約５～６０％であることを特徴とする海洋インフラ。
【請求項２１】
　１２未満のｐＨを有するコンクリートマトリックスで構成された海洋建設インフラを提
供することを含む、水域環境で動物相および植物相の成長を促進するための方法。
【請求項２２】
　１２未満の表面ｐＨを有するコンクリートマトリックスで構成されたインフラを提供す
ることを含む、岩内生および岩表生の植物相の成長を促進する方法。
【請求項２３】
　１２未満の表面ｐＨを有するコンクリートマトリックスで構成されたインフラを提供す
ることを含む、岩内生および岩表生の嫌気性および好気性の植物相および動物相の成長を
促進する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、陸域環境および水域環境で植物相および動物相の成長を促進するための方法
を提供する。
【背景技術】
【０００２】
　このたび開示された主題の背景として妥当であると考えられる参照文献を以下に列挙す
る。
　ＢＵＬＬＥＲＩ，Ｆ．＆ＣＨＡＰＭＡＮ，Ｍ．Ｇ．（２０１０）Ｔｈｅ　ｉｎｔｒｏｄ
ｕｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｃｏａｓｔａｌ　ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ａｓ　ａ　ｄｒ
ｉｖｅｒ　ｏｆ　ｃｈａｎｇｅ　ｉｎ　ｍａｒｉｎｅ　ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔｓ．Ｊｏ
ｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｅｃｏｌｏｇｙ，４７，２６－３５．
　ＣＨＡＰＭＡＮ，Ｍ．Ｇ．＆ＵＮＤＥＲＷＯＯＤ，Ａ．Ｊ．（２０１１）Ｅｖａｌｕａ
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ｔｉｏｎ　ｏｆ　ｅｃｏｌｏｇｉｃａｌ　ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　ｏｆ“ａｒｍｏｕｒ
ｅｄ”ｓｈｏｒｅｌｉｎｅｓ　ｔｏ　ｉｍｐｒｏｖｅ　ｔｈｅｉｒ　ｖａｌｕｅ　ａｓ　
ｈａｂｉｔａｔ．Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ　Ｍａｒｉｎｅ　Ｂ
ｉｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　Ｅｃｏｌｏｇｙ，４００，３０２－３１３．
　ＣＯＮＮＥＬＬ，Ｓ．Ｄ．＆ＧＬＡＳＢＹ，Ｔ．Ｍ．（１９９９）Ｄｏ　ｕｒｂａｎ　
ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ　ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ　ｌｏｃａｌ　ａｂｕｎｄａｎｃｅ　ａｎｄ
　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　ｓｕｂｔｉｄａｌ　ｅｐｉｂｉｏｔａ？Ａ　ｃａｓｅ　ｓ
ｔｕｄｙ　ｆｒｏｍ　Ｓｙｄｎｅｙ　Ｈａｒｂｏｕｒ，Ａｕｓｔｒａｌｉａ．Ｍａｒｉｎ
ｅ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ，４７，３７３－３８７．
　ＤＵＧＡＮ，Ｊ．Ｅ．，ＡＩＲＯＬＤＩ，Ａ．，ＣＨＡＰＭＡＮ，Ｍ．Ｇ．，ＷＡＬＫ
ＥＲ，Ｓ．＆ＳＣＨＬＡＣＨＥＲ，Ｔ．（２０１１）Ｅｓｔｕａｒｉｎｅ　ａｎｄ　ｃｏ
ａｓｔａｌ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ：ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ　ｅｆｆｅｃｔｓ．Ａ
　ｆｏｃｕｓ　ｏｎ　ｓｈｏｒｅ　ａｎｄ　ｎｅａｒｓｈｏｒｅ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ
．ＩＮ　ＷＯＬＡＮＳＫＩ，Ｅ．，ＥＬＬＩＯＴＴ，Ｍ．＆ＤＵＧＡＮ，Ｊ．Ｅ．（Ｅｄ
ｓ．）Ｔｒｅａｔｉｓｅ　ｏｎ　Ｅｓｔｕａｒｉｎｅ　ａｎｄ　Ｃｏａｓｔａｌ　Ｓｃｉ
ｅｎｃｅ：８．Ｈｕｍａｎ－ｉｎｄｕｃｅｄ　ｐｒｏｂｌｅｍｓ（ｕｓｅｓ　ａｎｄ　ａ
ｂｕｓｅｓ）．Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，Ｅｌｓｅｖｉｅｒ
　ＤＹＳＯＮ，Ｋ．Ｌ．（２００９）Ｈａｂｉｔａｔ　Ｅｎｈａｎｃｉｎｇ　Ｍａｒｉｎ
ｅ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ：　Ｃｒｅａｔｉｎｇ　ｈａｂｉｔａｔ　ｉｎ　ｕｒｂａｎ　
ｗａｔｅｒｓ．Ｍａｓｔｅｒ　ｏｆ　Ｍａｒｉｎｅ　Ａｆｆａｉｒｓ　Ｔｈｅｓｉｓ．Ｓ
ｃｈｏｏｌ　ｏｆ　Ｍａｒｉｎｅ　Ａｆｆａｉｒｓ，Ｃｏｌｌｅｇｅ　ｏｆ　Ｏｃｅａｎ
　ａｎｄ　Ｆｉｓｈｅｒｙ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｗａｓｈ
ｉｎｇｔｏｎ．
　ＧＬＡＳＢＹ，Ｔ．Ｍ．，ＣＯＮＮＥＬＬ，Ｓ．Ｄ．，ＨＯＬＬＯ　ＷＡＹ，Ｍ．Ｇ．
＆ＨＥＷＩＴＴ，Ｃ．Ｌ．（２００７）Ｎｏｎｉｎｄｉｇｅｎｏｕｓ　ｂｉｏｔａ　ｏｎ
　ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ：ｃｏｕｌｄ　ｈａｂｉｔａｔ　ｃｒｅ
ａｔｉｏｎ　ｆａｃｉｌｉｔａｔｅ　ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　ｉｎｖａｓｉｏｎｓ？Ｍａ
ｒｉｎｅ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，１５１，８８７－８９５．
　ＧＯＦＦ，Ｍ．（２０１０）Ｅｖａｌｕａｔｉｎｇ　Ｈａｂｉｔａｔ　Ｅｎｈａｎｃｅ
ｍｅｎｔｓ　ｏｆ　ａｎ　Ｕｒｂａｎ　Ｉｎｔｅｒｔｉｄａｌ　Ｓｅａｗａｌｌ：Ｅｃｏ
ｌｏｇｉｃａｌ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅｓ　ａｎｄ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｉｍｐｌｉｃａ
ｔｉｏｎｓ．ＭＳｃ　Ｔｈｅｓｉｓ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｗａｓｈｉｎｇｔｏ
ｎ
　ＪＡＹＡＫＵＭＡＲ，Ｓ．＆ＳＡＲＡＶＡＮＡＮＥ，Ｒ．（２０１０）Ｂｉｏｄｅｔｅ
ｒｉｏｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｃｏａｓｔａｌ　Ｃｏｎｃｒｅｔｅ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ
　ｂｙ　Ｍａｒｉｎｅ　Ｇｒｅｅｎ　Ａｌｇａｅ．Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｊｏｕ
ｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｉｖｉｌ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｎｇ，８，３５２－３６１．
　ＪＯＮＥＳ，Ｃ．Ｇ．，ＬＡＷＴＯＮ，Ｊ．Ｈ．＆ＳＨＡＣＨＡＫ，Ｍ．（１９９４）
Ｏｒｇａｎｉｓｍｓ　ａｓ　ｅｃｏｓｙｓｔｅｍ　ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ．Ｏｉｋｏｓ，６
９，３７３－３８６．
　ＬＡＭ，Ｎ．Ｗ．Ｙ．，ＨＵＡＮＧ，Ｒ．＆ＣＨＡＮ，Ｂ．Ｋ．Ｋ．（２００９）Ｖａ
ｒｉａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　Ｉｎｔｅｒｔｉｄａｌ　ａｓｓｅｍｂｌａｇｅｓ　ａｎｄ　ｚ
ｏｎａｔｉｏｎ　ｐａｔｔｅｒｎｓ　ｂｅｔｗｅｅｎ　ｖｅｒｔｉｃａｌ　ａｒｔｉｆｉ
ｃｉａｌ　ｓｅａｗａｌｌｓ　ａｎｄ　ｎａｔｕｒａｌ　ｒｏｃｋｙ　ｓｈｏｒｅｓ：Ａ
　ｃａｓｅ　ｓｔｕｄｙ　ｆｒｏｍ　Ｖｉｃｔｏｒｉａ　Ｈａｒｂｏｕｒ，Ｈｏｎｇ　Ｋ
ｏｎｇ．Ｚｏｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｓｔｕｄｉｅｓ，４８，１８４－１９５．
　ＬＩ，Ｂ．，ＲＥＥＶＥ，Ｄ．Ｅ．＆ＦＬＥＭＩＮＧ，Ｃ．Ａ．（２００５）Ｄｅｓｉ
ｇｎ　ｆｏｒ　ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｍａｒｉｎｅ　ｈａｂｉｔａｔｓ　ｉｎ　ｃｏａｓｔ
ａｌ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ．　Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｉｎｓｔｉｔ
ｕｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｃｉｖｉｌ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ－Ｍａｒｉｔｉｍｅ　Ｅｎｇｉｎｅ
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ｅｒｉｎｇ，１５８，１１５－１２２．
　ＬＵＫＥＮＳ，Ｒ．Ｒ．＆ＳＥＬＢＥＲＧ．，Ｃ．（２００４）Ｇｕｉｄｅｌｉｎｅｓ
　ｆｏｒ　Ｍａｒｉｎｅ　Ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ　Ｒｅｅｆ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ．Ａ　
Ｊｏｉｎｔ　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｇｕｌｆ　ａｎｄ　Ａｔｌａｎｔ
ｉｃ　Ｓｔａｔｅｓ　Ｍａｒｉｎｅ　Ｆｉｓｈｅｒｉｅｓ　Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎｓ．
　ＮＡＹＬＯＲ，Ｌ．Ａ．，ＶＥＮＮ，Ｏ．，ＣＯＯＭＢＥＳ，Ｍ．Ａ．，ＪＡＣＫＳＯ
Ｎ，Ｊ．ＴＨＯＭＰＳＯＮ，Ｒ．Ｃ．（２０１１）Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｅｃｏｌｏｇｉ
ｃａｌ　Ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ，Ｄｅｓｉｇｎ　
ａｎｄ　Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｈａｒｄ　Ｃｏａｓｔａｌ　Ｓｔｒｕｃｔｕ
ｒｅｓ：Ａ　ｐｒｏｃｅｓｓ　ｇｕｉｄｅ．Ｒｅｐｏｒｔ　ｔｏ　ｔｈｅ　Ｅｎｖｉｒｏ
ｎｍｅｎｔ　Ａｇｅｎｃｙ（ＰＩＤ　１１０４６１）．Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｅ
ｘｅｔｅｒ
　ＰＥＲＫＯＬ－ＦＩＮＫＥＬ，Ｓ．，ＦＥＲＲＡＲＩＯ，Ｆ．，ＮＩＣＯＴＥＲＡ，Ｖ
．＆ＡＩＲＯＬＤＩ，Ｌ．（２０１２）Ｃｏｎｓｅｒｖａｔｉｏｎ　ｃｈａｌｌｅｎｇｅ
ｓ　ｉｎ　ｕｒｂａｎ　ｓｅａｓｃａｐｅｓ：　ｐｒｏｍｏｔｉｎｇ　ｔｈｅ　ｇｒｏｗ
ｔｈ　ｏｆ　ｔｈｒｅａｔｅｎｅｄ　ｓｐｅｃｉｅｓ　ｏｎ　ｃｏａｓｔａｌ　ｉｎｆｒ
ａｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ．Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｅｃｏｌｏｇｙ，４
９，１４５７－１４６６．
　ＲＩＳＩＮＧＥＲ，Ｊ．Ｄ．（２０１２）Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌｌｙ　Ｄｏｍｉｎａｔ
ｅｄ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｅｄ　Ｃｏａｓｔａｌ　Ｂｒｅａｋｗａｔｅｒｓ．　ＰｈＤ　Ｔ
ｈｅｓｉｓ，．Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　ａｎｄ　Ａｇｒｉ
ｃｕｌｔｕｒａｌ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ．Ｌｏｕｉｓｉａｎａ　Ｓｔａｔｅ　Ｕｎｉ
ｖｅｒｓｉｔｙ　ａｎｄ　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ　ａｎｄ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　
Ｃｏｌｌｅｇｅ．
　ＳＣＯＴＴ，Ｐ．Ｊ．Ｂ．，ＭＯＳＥＲ，Ｋ．Ａ．＆ＲＩＳＫ，Ｍ．Ｊ．（１９８８）
Ｂｉｏｅｒｏｓｉｏｎ　ｏｆ　Ｃｏｎｃｒｅｔｅ　ａｎｄ　Ｌｉｍｅｓｔｏｎｅ　ｂｙ　
Ｍａｒｉｎｅ　Ｏｒｇａｎｉｓｍｓ：Ａ　１３　ｙｅａｒ　Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔ　ｆｒ
ｏｍ　Ｊａｍａｉｃａ．Ｍａｒｉｎｅ　Ｐｏｌｈｔｔｉｏｎ　Ｂｕｌｌｅｔｉｎ，１９，
２１９－２２２．
　ＷＩＥＣＥＫ，Ｄ．（２００９）Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｌｙ　Ｆｒｉｅｎｄｌｙ
　Ｓｅａｗａｌｌｓ：Ａ　Ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　Ｉｍｐｒｏｖｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｅｎｖｉｒ
ｏｎｍｅｎｔａｌ　Ｖａｌｕｅ　ｏｆ　Ｓｅａｗａｌｌｓ　ａｎｄ　Ｓｅａｗａｌｌ－ｌ
ｉｎｅｄ　Ｆｏｒｅｓｈｏｒｅｓ　ｉｎ　Ｅｓｔｕａｒｉｅｓ，Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ　
ｏｆ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　ａｎｄ　Ｃｌｉｍａｔｅ　Ｃｈａｎｇｅ　ＮＳＷ　ｏｎ
　ｂｅｈａｌｆ　ｏｆ　Ｓｙｄｎｅｙ　Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａｎ　Ｃａｔｃｈｍｅｎｔ
　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ａｕｔｈｏｒｉｔｙ．
　ＵＳ７，１４４，１９６
　ＵＳ６，１８６，７０２
　ＵＳ５５６，４３６
　ＵＳ２００６／１４７，６５６
【０００３】
　本明細書の以上の参照文献の承認は、これらがこのたび開示された主題の特許性になん
らかの関連があることを意味すると推測すべきものではない。
【０００４】
　海岸線に沿って生活するヒト集団の約２／３に関しては（Ｃｒｅｅｌ，２００３）、輸
送（港湾）、エネルギー（パイプライン、発電所、掘削装置）、都市化（マリーナ、防潮
壁、防波堤など）などの種々の社会的需要を満たす海岸および海洋のインフラ（ＣＭＩ）
の増設が不可避である。現在、地中海の海岸線の＞５０％は、コンクリート構造物が優位
を占め（ＥＥＡ，１９９９）、いくつかの地域では、海岸線の９０％超で、都市、港湾、
および産業の成長が進められてきた（Ｃｅｎｃｉｎｉ，１９９８）。その結果、海岸を補
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強して自然海岸線を置き換える傾向が継続的に増加している（Ｂｕｌｌｅｄ　ａｎｄ　Ｃ
ｈａｐｍａｎ，２０１０，Ｄｕｇａｎ　ｅｔ　ａｌ．，２０１１）。
【０００５】
　地球全体にわたり沿岸線の補強および防護の優位性が増加しているにもかかわらず、Ｃ
ＭＩ上の種群集に関して、とくにその環境影響に関して、我々の理解は限られている（Ｃ
ｏｎｎｅｌｌ　ａｎｄ　Ｇｌａｓｂｙ，１９９９，Ｄｕｇａｎ　ｅｔ　ａｌ．，２０１１
）。この知識ギャップにより、都市化海岸環境に対する我々の管理能力が著しく損なわれ
る（Ｂｕｌｌｅｄ　ａｎｄ　Ｃｈａｐｍａｎ，２０１０）。ポンツーンや防波堤などのＣ
ＭＩ上での海洋生物の成長を調べた数少ない研究では、近接する自然生息地とは大きく異
なる群集が見いだされた（たとえば、Ｃｏｎｎｅｌｌ，２０００，Ｌａｍ　ｅｔ　ａｌ．
，２００９）。ＣＭＩ上で発生する群集は、典型的には、自然群集ほど多様性がなく、通
常、迷惑種および侵入種が優位である（Ｇｌａｓｂｙ　ｅｔ　ａｌ．，２００７）。これ
は、ＣＭＩのユニークな物理的特性、主に、組成およびデザインが原因であることがほと
んどである。ＣＭＩは、表面の複雑性を最小限に抑えた急傾斜均一表面を含むことが多い
ので、潮間域が狭域に圧縮され、高耐性種のみが支援されることになる（Ｃｈａｐｍａｎ
　ａｎｄ　Ｕｎｄｅｒｗｏｏｄ，２０１１）。さらに、ＣＭＩの５０％超は、ポルトラン
ドセメントで作製されている。このポルトランドセメントは、生物加入に関して貧基質と
して知られており、その理由は、おそらく、表面のアルカリ性が高いこと（海水のｐＨ約
８に対してｐＨ約１３）および海洋生物に有毒な化合物が存在することである（Ｌｕｋｅ
ｎｓ　ａｎｄ　Ｓｅｌｂｅｒｇ．，２００４，ＥＢＭ，２００４）。したがって、自然生
息地により提供されるものに類似した生態系サービスを提供するＣＭＩの能力は、大幅に
損なわれ、ほとんどの都市／産業の海岸環境は、環境活動との関連では犠牲域と考えられ
る。
【０００６】
　過去数年間、ＣＭＩの生物学的および生態学的な価値を向上させるために生態工学の原
理（Ｂｅｒｇｅｎ　ｅｔ　ａｌ．，２００１）を利用したさまざまな方法が出現してきた
（たとえば、Ｌｉ　ｅｔ　ａｌ．，２００５，Ｎａｙｌｏｒ，２０１１）。これまで、デ
ザインまたはテクスチャーの側面に重点を置いた向上手段は、より豊富かつ多様な自然群
集を引き寄せて生態学的および構造的な利点を得ることをめざした（Ｗｉｅｃｅｋ，２０
０９，Ｇｏｆｆ，２０１０，Ｄｙｓｏｎ，２００９）。これらの利点は、主に、生物起源
の堆積、すなわち、カキ、カンザシゴカイ、フジツボ、およびサンゴのようなエンジニア
種が硬質表面上に炭酸カルシウム（ＣａＣＯ３）骨格を堆積することにより種々の生物に
価値ある生息地を形成する（Ｊｏｎｅｓ　ｅｔ　ａｌ．，１９９４）と同時に構造の強度
および安定性にも寄与する（Ｒｉｓｉｎｇｅｒ，２０１２）自然過程に関連付けられる。
それにもかかわらず、ＣＭＩの組成を改変して生態系エンジニアなどの生態学的価値を有
する種に有利になるように試みた研究は、少ない。
【０００７】
　本出願の発明者らは、組成およびデザインの両方を対象とする統合方法を提供する。こ
のために、自然生物群集を増大させると同時に依然として海洋建設の公式要件を遵守する
ことをめざして、一連の５つの革新的コンクリートマトリックスを試験した。新しいマト
リックスは、ポルトランドセメントと比較して低減されたアルカリ性を有し、混合物中の
ポルトランドセメントの優位性を減少させる種々の添加材を含むので、海洋生物にとって
より好適なものとなる可能性がある。それに加えて、生物発生を促進することが知られて
いる表面の複雑性の増加の影響およびそれとコンクリートマトリックスとの相互作用を試
験した（Ｐｅｒｋｏｌ－Ｆｉｎｋｅｌ　ｅｔ　ａｌ．，２０１２およびそこに記載の参照
文献）。
【０００８】
　本明細書の以下に詳述されているのは、熱帯（紅海）および温帯（地中海）の両方の環
境で標準的ポルトランドセメントと比較して革新的コンクリートマトリックスの生物学的
性能を評価した１年間にわたる実験の結果である。一連の長期にわたる野外実験および制
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御された実験室試験を用いて、組成および複雑性の影響を実験的に評価した。標準的ポル
トランドセメントと比較して、異なるコンクリートマトリックスは、異なる種群集（標的
種の群集、バイオマス、および加入能力に関して）の異なる加入を示した。それに加えて
、表面の複雑性の増加は、自然生物群集の成長の増大および生態系エンジニアによる炭酸
カルシウムの堆積をもたらした。コンクリートの組成およびデザインのわずかな改変によ
り、海洋の動物相および植物相の増大を支援して価値ある生態系サービスを提供するコン
クリート系ＣＭＩの能力を改善可能であることが、結果から示唆される。そのような自然
生物群集の増大は、コンクリートの耐久性を損なわないどころか、重量増加および生物保
護を介して、経時的に物理的保護を提供可能である。
【発明の概要】
【０００９】
　本発明は、水域環境で動物相および植物相の成長を促進すべく使用するための、１２未
満のｐＨを有するコンクリートマトリックスを含む海洋インフラを提供する。
【００１０】
　さらなる態様では、本出願は、１２未満のｐＨを有するコンクリートマトリックスで構
成された海洋建設インフラを提供することを含む、陸域環境および水域環境で動物相およ
び植物相の成長を促進するための方法を提供する。
【００１１】
　「水域環境」が参照される場合、限定されるものではなく、海洋（海洋域、底生域、潮
間域、浅海域、河口域、塩性沼沢、サンゴ礁、ラグーン、およびマングローブ沼地を含む
）ならびに淡水（静水、動水、湿地、および池を含む）を含めて、任意のタイプの水域が
包含されることを理解すべきである。この用語は、任意の温度、年間の任意の時期または
天候条件、および任意の流速における、任意の深さの前記水域環境を意味する。
【００１２】
　「動物相および植物相」が参照される場合、関係する水域環境生態系に典型的な任意の
タイプの植物、生物、または動物が包含されることを理解すべきである。
【００１３】
　いくつかの実施形態では、海洋の動物相および植物相は、次のもの、すなわち、（ｉ）
方解石骨格を堆積することにより構造物の構造複雑性を増大させて他の生物のための生息
地を形成するエンジニア種、たとえば、サンゴ、カキ、カンザシゴカイ、サンゴモ、およ
びフジツボ、（ｉｉ）濾過器官を用いて摂食すると同時にその過程で水から栄養素および
有機粒子を取り込む濾過摂食生物、たとえば、カキ、イガイ、被嚢動物、およびスポンジ
、（ｉｉｉ）岩内生／岩表生の藍藻、コンクリート表面が水レベルを超える特定の場合に
はさらに、地衣類、菌類、および蘚類、の少なくとも１つを含む。
【００１４】
　「動物相および植物相の成長の促進」が参照される場合、水域環境生態系ですでに成長
しているかまたは成長可能であるかのいずれかである動物相および植物相の安定性、成長
、健康、および繁殖の任意の定性的または定量的な促進、増大、補強、防御、強化、支援
、加入、または支援が、当技術分野で公知の任意のパラメーター（個体または種の数、生
活環、成長物または表面の被覆率など）により測定可能であることが包含されることを理
解すべきである。
【００１５】
　いくつかの実施形態では、海洋の動物相および植物相の前記促進により、前記構造物の
表面上への無機物の堆積が促進されて、１２ヶ月後、１～１０メートルの深さ範囲で約５
０～１０００ｇｒ／ｍ２の値に達することが可能である。一方、前記構造物の表面上のク
ロロフィル濃度は、１２ヶ月後、１～１０メートルの深さ範囲で約１００～８００μｇｒ
／ｍ２の値に達することが可能である。
【００１６】
　他の実施形態では、海洋の動物相および植物相の前記促進により、１２ヶ月後、前記構
造物の表面上へのサンゴの加入数が、１～１０メートルの深さ範囲で１５×１５の表面積
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あたり約５～２５の加入数になり、＜１ヶ月後、前記構造物の表面上への実験室条件下で
のサンゴの着床率が約５～６０％になる。
【００１７】
　「海洋建設インフラ」という用語は、海岸防御構造物、たとえば、防波堤、防潮壁、護
岸、および防砂堤、隔壁、埠頭、停泊地、および関連インフラ、たとえば、港湾、マリー
ナ、ウォーターフロント、プロムナードなどを含めて、海洋建設に好適であることが明ら
かな任意のタイプ、形状、またはサイズのインフラが包含されることを理解すべきである
（ｈｔｔｐ：／／ｉａ６００２０８．ｕｓ．ａｒｃｈｉｖｅ．ｏｒｇ／１４／ｉｔｅｍｓ
／ｓｈｏｒｅｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎｍ０１ｕｎｉｔ／ｓｈｏｒｅｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎｍ
０１ｕｒｉｉｔ．ｐｄｆ中のＡｒｍｙ　ｃｏｒｐｓ－ＳＨＯＲＥ　ＰＲＯＴＥＣＴＩＯＮ
　ＭＡＮＵＡＬをも参照されたい）。そのような海洋建設インフラの例としては、強化防
潮壁、防護ユニット、潮溜り、パイル、橋梁基礎、海側バーム、コンクリートマットレス
、水中ケーブルおよびパイプケーシング、係留ユニットが挙げられるが、これらに限定さ
れるものではない。
【００１８】
　「コンクリートマトリックス」という用語は、典型的には、少なくとも１つのタイプの
セメント（たとえば、ポルトランドセメント、アルミン酸カルシウムセメントなど）と、
少なくとも１種の骨材（たとえば、石灰石、青石など）の砂（４．７５ｍｍ未満の微細グ
レード骨材およびまたは０～２ｍｍ未満の天然骨材もしくは粉砕骨材）と、水（飲料に適
したもので、１０００百万分率超の塩化物や硫酸塩を含有せず、鉛、銅、亜鉛（＜５ｐｐ
ｍ）、リン酸塩（＜５ｐｐｍ）などの有害物質を含まないものとする）と、を含むコンク
リート組成物を意味する。
【００１９】
　さらなる態様では、本発明は、１２未満の表面ｐＨを有するコンクリートマトリックス
で構成されたインフラを提供することを含む、岩内生および岩表生の植物相の成長を促進
する方法を提供する。そのようなインフラはまた、地中海生物活性陸域構造物（すなわち
、水レベルを超えるが、自然系と同様に陸域植物相の成長を促進するのに十分な湿度およ
び降水を有する生物活性構造物）でありうることに留意すべきである。
【００２０】
　「岩内生および岩表生の植物相」という用語には、地衣類、菌類、蘚類、さらには藍藻
が包含されることを理解すべきである。
【００２１】
　そのような岩内生および岩表生の植物相は、十分な湿度および降水を有する陸域環境で
成長可能であることに留意すべきである。
【００２２】
　いくつかの実施形態では、本明細書の以上に挙げられたそのようなインフラは、内陸建
築物の迅速植物壁被覆を誘導するように設計された「生物活性壁」部材である。緑色植物
被覆は、都市景観を有意に改良し、清浄かつ健康的な空気を提供し、しかも都市開発のエ
コロジカルフットプリントを低減する。壁基質の物理的および化学的な性質は、成長の支
援および増大を行うその能力に強い影響を及ぼす。いくつかの実施形態では、そのような
生物活性壁構造物は、壁付着植物、岩内生藻類、地衣類、および蘚類の自然成長を誘導す
る。いくつかのさらなる実施形態では、前記生物活性壁構造物は、複雑な土壌系を必要と
することなく、植物相を支援する湿潤ニッチの形成を可能にする、高い複雑性および多孔
性を有する。
【００２３】
　その態様の他の一実施形態では、本発明は、１２未満のｐＨを有するコンクリートマト
リックスで構成された構造物を提供することを含む、岩内生および岩表生の嫌気性および
好気性の植物相および動物相の成長を促進する方法を提供する。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、本明細書の以上に挙げられた前記構造物は、「ライブロック
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」構造物、すなわち、分離された閉じた海洋環境、たとえば、水槽（たとえば、塩水の水
槽）中に配置された本発明に係る構造物である。そのようなライブロック構造物は、塩水
の水槽の愛好家により望まれる多くの利点を閉じた海洋環境に付与する。本発明に係るラ
イブロック構造物は、廃物を処理する窒素循環に必要とされる好気性および嫌気性の両方
の硝化細菌をホストする優れた生物学的濾過器を提供する。したがって、前記ライブロッ
クは、塩水の水槽の主要な生物学的硝化基質または生物学的濾過器になる。そのほかに、
本発明に係るライブロック構造物はまた、水の化学性に対して、特定的には、炭酸カルシ
ウムの放出により一定のｐＨを維持する支援に対して、安定化効果を有しうる。さらに、
ライブロック構造物は、水槽の装飾部材であり、かつ生息動物のための隠れ家を提供する
。
【００２５】
　岩内生および岩表生の嫌気性および好気性の植物相および動物相、たとえば、硝酸菌、
硝化細菌などの成長を促進することに留意すべきである。
【００２６】
　いくつかの実施形態では、前記コンクリートマトリックスは、約１１未満のｐＨを有す
る。他の実施形態では、前記コンクリートマトリックスは、約９～約１０．５のｐＨを有
する。
【００２７】
　いくつかの実施形態では、前記コンクリートマトリックスの前記ｐＨは、実質的に全コ
ンクリートインフラのｐＨである。他の実施形態では、前記コンクリートマトリックスの
前記ｐＨは、前記インフラの実質的に頂部表面のｐＨである。そのほかのさらなる実施形
態では、前記頂部表面の厚さは、約５ｃｍ以上である。
【００２８】
　いくつかの実施形態では、前記水域環境の塩分は、約０～４５ｐｐｔである（すなわち
、塩分は、０、１、２、３、４、５、１０、１５、２０、２５、３０、３５、４０、４５
ｐｐｔでありうる）。
【００２９】
　植物相および動物相の増大は、十分な光に暴露される領域すなわち有光層（０～１００
メートルの最大深さ）および海底から飛沫域までの領域、または陸域植物相を支援する生
物活性構造物ではそれよりも上の領域における、水域環境を対象とする。
【００３０】
　いくつかの実施形態では、前記インフラは、少なくとも１２の粗さグレードの表面粗さ
を有する。他の実施形態では、前記インフラは、少なくとも５０ミクロンのＲＡ値を有す
る。それに加えて、前記インフラは、５～２０ｍｍのＲＡ値の表面テクスチャーを有する
。
【００３１】
　いくつかの他の実施形態では、前記コンクリートマトリックスは、単位体積あたりの重
量が約１１００～約２５００Ｋｇ／ｍ３である。そのほかのさらなる実施形態では、前記
コンクリートマトリックスは、単位体積あたりの重量が約１１００～約１８００Ｋｇ／ｍ
３である。
【００３２】
　さらなる実施形態では、前記コンクリートマトリックスは、ポルトランドセメント重量
の０～約９０％の重量でまたはそれを完全に置き換えて、添加材およびセメントを含む。
【００３３】
　他の実施形態では、前記コンクリートマトリックスは、少なくともの１種のマイクロシ
リカ／シリカヒュームおよびメタカオリンおよびアルミン酸カルシウムセメントを含む。
いくつかの実施形態では、マトリックス中のポルトランドセメントの任意の等価重量％の
量を置き換えるべく、上述のシリカおよび／またはメタカオリンおよび／またはカルシウ
ムアルミナセメントがコンクリートマトリックスに添加される。
【００３４】
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　いくつかのさらなる実施形態では、前記コンクリートマトリックスは、約３０～８０Ｍ
ｐａ（すなわち、約３０、３５、４０、４５、５０、５５、６０、６５、７０、７５、ま
たは８０Ｍｐａ）の平均圧縮強度を有する。（ＡＳＴＭ　Ｃ３９（ＡＡＳＨＴＯ　Ｔ２２
））
【００３５】
　いくつかのさらなる実施形態では、前記コンクリートマトリックスは、７ｂａｒの圧力
下で約５～５０ｍｍ（すなわち、約５、１０、１５、２０、２５、３０、３５、４０、４
５、５０ｍｍ）の水圧浸透抵抗を有する。（ＥＮ１２３９０－８）
【００３６】
　他の実施形態では、前記コンクリートマトリックスは、約５００～２０００クーロン（
すなわち、約５００、６００、７００、８００、９００、１０００、１１００、１２００
、１３００、１４００、１５００、１６００、１７００、１８００、１９００、２０００
クーロン）の塩化物浸透抵抗を有する。（ＡＳＴＭ　ｃ１２０２）
【００３７】
　次に、本明細書に開示された主題の理解を深めるためにおよびそれを実際にどのように
実施しうるかを例証するために、添付の図面を参照しながら実施形態を説明するが、ただ
し、これらに限定されるものではなく、単なる例であるにすぎない。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】図１は、配置の３ヶ月後（それぞれ、Ｒｅｄ３、Ｍｅｄ３で示される）、６ヶ月
後（それぞれ、Ｒｅｄ６、Ｍｅｄ６で示される）、および１２ヶ月後（それぞれ、Ｒｅｄ
１２、Ｍｅｄ１２で示される）に対応する２つの野外試験地（紅海＝四角、地中海＝三角
）の群集データの２Ｄ－ＭＤＳを示している。各点は、１つのタイル（プールされたタイ
ル面）を表す。
【図２】図２は、典型的な群集データの２Ｄ－ＭＤＳを示している。各点は、１つのタイ
ル（プールされた面）を表す。紅海の例では、配置の６ヶ月後、プロットの右側に本発明
に係る種々のコンクリートマトリックス（それぞれ、Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４、Ｍ５で示
される）が示され、左側にクラスターを形成したポルトランドセメントタイルが示される
。
【図３】図３Ａ～３Ｂは、ポルトランドセメントと比較して、本発明に係る種々の革新的
コンクリートマトリックス（それぞれ、Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４、およびＭ５で示される
）上における配置の３、６、および１２ヶ月後（それぞれ、３Ｍ、６Ｍ、および１２Ｍで
示される）の生物被覆パーセントの模式的比較を提供する。図３Ａは、紅海（Ｒｅｄで示
される）における生物被覆を提供する。図３Ｂは、地中海（Ｍｅｄで示される）における
生物被覆を提供する。実線は、平滑タイル面（Ｓで示される）を表し、点線は、テクスチ
ャー面（Ｔで示される）を表す。
【図４】図４Ａ～４Ｃは、本発明に係るコンクリートマトリックス上への底生生物の典型
的な加入を示している（紅海における配置の６ヶ月後のＭ４の例）。図４Ａは、完全に１
００％被覆されたテクスチャー面を示している。図４Ｂは、限定さたれ加入を有する同一
タイルの平滑面を示している。図４Ｃは、群集データの２Ｄ－ＭＤＳを示している。各点
は、１つのタイル面（テクスチャー面＝四角、平滑面＝丸）を表す。紅海におけるタイル
の例では、配置の６ヶ月後、テクスチャータイル面（上側）と平滑タイル面（下側）との
分離が示される。
【図５】図５Ａ～５Ｂは、配置の６および１２ヶ月後（それぞれ、６Ｍおよび１２Ｍで示
される）、ポルトランドセメントと比較して、本発明に係るコンクリートマトリックス（
それぞれ、Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４、およびＭ５で示される）上に蓄積された有機（点線
、Ｏで示される）および無機（実線、Ｉで示される）のバイオマスの模式的比較を提供す
る。図５Ａは、紅海（Ｒｅｄで示される）における比較を示している。図５Ｂは、地中海
（Ｍｅｄで示される）における比較を示している。
【図６】図６は、ポルトランドセメントと比較して、地中海（Ｍｅｄで示される）および
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紅海（Ｒｅｄで示される）の試験地における配置の６ヶ月後（６Ｍで示される）および１
２ヶ月後（１２Ｍで示される）の本発明に係るコンクリートマトリックス（それぞれ、Ｍ
１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４、およびＭ５で示される）上のクロロフィルａ濃度の模式的比較を
提供する。
【図７】図７Ａ～７Ｂは、配置の３ヶ月後（３Ｍで示される）、６ヶ月後（６Ｍで示され
る）、および１２ヶ月後（１２Ｍで示される）、ポルトランドセメントと比較して、本発
明に係るコンクリートマトリックス（それぞれ、Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４、およびＭ５で
示される）上へのサンゴの加入数の模式的比較を提供する。値は、コンクリートマトリッ
クス（タイルおよびプールされたタイル面）１つあたりの全加入数を表す。図７Ａは、ソ
フトサンゴの加入数を示している。図７Ｂは、イシサンゴの加入数を示している。
【図８】図８Ａ～８Ｃは、ポルトランドセメントと比較して、本発明に係るコンクリート
マトリックス（それぞれ、Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４、およびＭ５で示される）上へのＤ．
ヘンプリキ（Ｄ．ｈｅｍｐｒｉｃｈｉ）断片の自然付着（図８Ａ）、Ｈ．フセッセンス（
Ｈ．ｆｕｓｃｅｓｃｅｎｓ）幼生の着床（図８Ｂ）、およびＢ．ネリチナ（Ｂ．ｎｅｒｉ
ｔｉｎａ）幼生の着床（図８Ｃ）の模式的比較を提供する。
【図９】図９は、Ｍ４タイルで示される本発明に係るコンクリートマトリックス上に蓄積
された生物起源方解石成長物で構成されたスクレープ材料を示している（配置の３ヶ月後
の図）。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
材料および方法
野外実験
　５つの異なるコンクリートマトリックスの加入能力（植物相および動物相の両方に関し
て）を標準的ポルトランドセメントと比較して試験した。試験されたマトリックスはすべ
て、３０～５０ＭＰａの圧縮力を耐えるので、海洋建設のさまざまな要件を満たす（「コ
ンクリートマトリックスの作製」の節を参照されたい）。加入に及ぼすコンクリート組成
の影響を試験する以外に、海洋の植物相および動物相の加入に及ぼす表面テクスチャーの
影響、すなわち、平滑表面対テクスチャー表面を試験した。Ｉｎｔｅｒ　Ｕｎｉｖｅｒｓ
ｉｔｙ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｉｎ　Ｅｉｌａｔに位置する紅海の熱帯環境およびＩｓｒ
ａｅｌのＡｓｈｄｏｄ近郊の地中海の温帯水域で、同時に加入を試験した。
【００４０】
　１５×１５×４ｃｍのコンクリートタイルを野外実験に使用した。約２．５ｋｇの重量
の各タイルは、１つの平滑面および１つをテクスチャー面を有していた。プラスチックフ
ォームライナーを用いてテクスチャーを形成し、サンゴポリプ様テクスチャーを作製した
。５つの各試験マトリックス（Ｍ１～Ｍ５）およびポルトランド対照に対して、１０個の
レプリケートを作製した。マトリックス組成を明らかにしないＩＤ番号（１、２、３…）
を各タイルにタグ付けした。各タイル番号に対するマトリックスタイプを独立に列挙して
「盲検」サンプリングを可能にし（すなわち、調査者は、それらのコンクリート組成を知
ることなくタイルをサンプリングした）、データ収集の偏りを排除した。海に配置された
金属メッシュテーブル上にタイルを載せた。紅海の試験地では、タイルを１０ｍの深さに
配置し、一方、地中海の試験地では、より浅い海底条件のため、６ｍの深さに配置した。
テクスチャー面を海側に向けて、種々のマトリックスのタイルをメッシュテーブル上にラ
ンダムに置いた。
【００４１】
　配置の３、６、および１２ヶ月後、各マトリックスの５つのタイルをサンプリングした
。各モニターイベントで、タイルを海から一時的に取り出して、完全に浸漬した状態で実
験室に移動した。解剖顕微鏡を用いて各タイルの両面を注意深く検査し、写真撮影し、サ
ンプリングし、その後、再配置した。Ｐｅｒｋｏｌ－Ｆｉｎｋｅｌ　ｅｔ　ａｌ．（２０
０８）に従って、１×１ｃｍグリッドを用いて、各タイル面上の加入タクソンの被覆の定
量を行った。記載のデータには、タクソン組成、コロニー生物（コケムシ、被嚢動物、お
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よびスポンジ）の被覆パーセント、および単生生物（被嚢動物、二枚貝、およびフジツボ
）の数が含まれていた。個体としてカウントできなかったタクソン（すなわち、カンザシ
ゴカイのクラスター）または密度が異なるタクソン（芝状藻およびサンゴモ）を次のよう
にランク付けした。０－不在、１－疎分布、２－密分布、および３－密均一。
【００４２】
　それに加えて、配置の６および１２ヶ月後のモニタリング時、Ｐｅｒｋｏｌ－Ｆｉｎｋ
ｅｌ　ｅｔ　ａｌ．（２００６）に従って、各タイルの平滑面の１／４から注意深くすべ
ての底生生物および藻類をスクレープすることにより、クロロフィル濃度およびバイオマ
ス（有機および無機の乾燥重量）を測定した。Ｇｒｅｅｎｂｅｒｇ（１９９５）に従って
クロロフィル含有率分析を行うために、各平滑面の１／４をさらにサンプリングした。
【００４３】
　データ解析には、有機および無機のバイオマス、クロロフィル濃度、および生物被覆パ
ーセントに対するユークリッド距離類似度指数に基づく単変量１元配置ＰＥＲＭＯＮＯＶ
Ａ検定、さらにはブレイ・カーティス類似度指数に基づくパラメトリックＰＥＲＭＡＮＯ
ＶＡ検定によるタクソン群集の多変量データ解析が含まれていた。それに加えて、妥当な
場合、事後ペアワイズ検定を適用した。２Ｄ－ＭＤＳプロットを用いて多変量データで傾
向をグラフに表した。ＰＲＩＭＥＲ／ＰＥＲＭＡＮＯＶＡプログラム（Ａｎｄｅｒｓｏｎ
　ｅｔ　ａｌ．，２００８，Ｃｌａｒｋｅ　ａｎｄ　Ｇｏｒｌｅｙ，２００６）を用いて
、すべての解析を行った。図中のデータは、とくに異なる記載がないかぎり、平均±ＳＥ
として提示される。
【００４４】
実験室実験
　標準的ポルトランドセメントのものと比較して、５つの異なるコンクリートマトリック
スの加入増大能力を定量するために、ｉｎ－ｖｉｔｒｏ実験室実験を行った。これらには
、２つのソフトサンゴ種、すなわち、ヘテロキセニア・フセッセンス（Ｈｅｔｅｒｏｘｅ
ｎｉａ　ｆｕｓｃｅｓｃｅｎｓ）およびデンドロネフチア・ヘンプリキ（Ｄｅｎｄｒｏｎ
ｅｐｈｔｈｙａ　ｈｅｍｐｒｉｃｈｉ）、さらには濾過摂食コケムシブグラ・ネリチナ（
Ｂｕｇｕｌａ　ｎｅｒｉｔｉｎａ）の幼生が含まれていた。実験室でコロニーをインキュ
ベートすることによりＨ．フセッセンス（Ｈ．ｆｕｓｃｅｓｃｅｎｓ）およびＢ．ネリチ
ナ（Ｂ．ｎｅｒｉｔｉｎａ）の幼生採取を行い、一方、Ｄ．ヘンプリキ（Ｄ．ｈｅｍｐｒ
ｉｃｈｉ）については、シーザーを用いて成体コロニーから手作業で微小断片を作製した
。着床過程がより遅いため実験開始の１ヶ月後に検査されたＨ．フセッセンス（Ｈ．ｆｕ
ｓｃｅｓｃｅｎｓ）の着床以外は、実験開始の１週間後に幼生／断片の着床をモニターし
た。モニター時、各キューブ上に着床された幼生／断片の数を決定した。
【００４５】
　試験ユニットは、ポルトランドセメント対照と比較して野外で試験された５つのマトリ
ックス（Ｍ１～Ｍ５）に対応する２．５×２．５×２．５ｃｍのコンクリートキューブか
らなっていた。各実験時、各マトリックスの５～８個のレプリケート（幼生入手可能性に
依存する）を試験した。このために、新しい流海水が充填された個別の２５０ｍｌビーカ
ー内に各コンクリートキューブを配置して、順化のために３日間放置した。順化後、ユニ
ークな番号の幼生を各ビーカーに添加した。各ビーカーに導入された幼生の数は、幼生入
手可能性に応じて異なり、ビーカー１つあたり最小５個～ビーカー１つあたり最大４０個
の範囲内の幼生であった。水温を自然条件のものに類似した状態に維持した。良好な循環
を有する流水テーブル中にビーカーを完全に浸漬された状態で配置した。移動幼生を検査
する場合、幼生の初期着床（典型的には２４～７２時間）までビーカーをその高さの３／
４まで流水系内に浸漬し、その後、それを完全に浸漬した。
【００４６】
　データ解析には、ユークリッド距離類似度指数に基づく単変量１元配置ＰＥＲＭＯＮＯ
ＶＡ検定、およびＰＲＩＭＥＲ／ＰＥＲＭＡＮＯＶＡプログラムを用いた事後ペアワイズ
検定が含まれていた（Ａｎｄｅｒｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，２００８、Ｃｌａｒｋｅ　ａｎ
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ｄ　Ｇｏｒｌｅｙ，２００６）。
【００４７】
コンクリートマトリックスの作製
　この研究で試験されたマトリックスは、混合物中のポルトランドセメントの量、他のセ
メントの使用、空気含有率、および添加ミキサーがさまざまである。亀裂防止用２５ｍｍ
マイクロファイバーをすべてのマトリックスに組み込んだ。マトリックスを８０リットル
水平ミキサーにより混合し、プラスチックフォームライナーを用いて１０×６０×１６０
ｃｍフォーム内にキャストした。２８日後、ウォータージェットマーブルソーによりコン
クリートシートを１５×１５ｃｍ実験タイルにカットした。フォームライナーをフォーム
の底面にのみ適用したので、各タイルは、１つテクスチャー面および１つの平滑面を有し
ていた。
【００４８】
　圧縮強度－ＡＳＴＭ　Ｃ３９（ＡＡＳＨＴＯ　Ｔ２２）、水圧浸透抵抗－ＥＮ１２３９
０－８、塩化物イオン浸透抵抗－ＡＳＴＭ　Ｃ１２０２－１２を含めて、ＡＳＴＭ規格ま
たはＥＮ規格に準拠して、すべてのマトリックスを試験した。コンクリート表面上の深さ
０．５ｃｍのドリル孔から５ｇｒのドリル加工残渣を捕集し、それを５０ｍｌの蒸溜水（
ｐＨ７）中に混合することにより、コンクリートのｐＨ値を検査した。試験されたコンク
リートマトリックス（Ｍ１～Ｍ５）はすべて、ポルトランドセメント系混合物よりも低い
ｐＨ値を示した（それぞれ、１２．５～１３．５と比較して９～１０．５、表１）。圧縮
強度に関して、Ｍ１～Ｍ５は、ポルトランドセメント系混合物のものと類似のまたはそれ
よりも大きい強度を有し、値は３９．３ＭＰａ（Ｍ２）程度に達する。高い空気含有率を
有するＭ４およびＭ５を除くすべてのマトリックスは、類似の密度（２３００～２５００
ｋｇ／ｍ３）を有するポルトランドセメント系混合物よりも高い塩化物イオン浸透抵抗（
＜１５００クーロン）および水圧浸透抵抗（＜２０ｍｍ）を呈した。

【００４９】
結果
野外実験
　群集データの統計解析から、場所（紅海対地中海：ｄｆ＝１、擬ｆ＝１７７．４７、Ｐ
＝０．００１）、配置後の月数（３、６、１２ｍ：ｄｆ＝２、擬ｆ＝８３．３８、Ｐ＝０
．００１）、マトリックスタイプ（Ｍ１～Ｍ５、ポルトランド：ｄｆ＝５、擬ｆ＝２．４
５、Ｐ＝０．００１）、およびプレート面（平滑対テクスチャー：ｄｆ＝１、擬ｆ＝１１
．１２、Ｐ＝０．００１）の間で種群集の有意差が明らかにされた。図１は、紅海および
地中海の試験地の異なる群集構造、さらには明確な時間パターンを例示しており、ＭＤＳ
上でさらに離れて現れる３および６ヶ月後のクラスター（より薄い色調）と比較して配置
の１２ヶ月後のクラスター（暗い色調）の相対近接度から示唆されるように、このことか
ら、群集構造が経時的に類似性を獲得することが示唆される。



(14) JP 2016-508721 A 2016.3.24

10

20

30

40

50

【００５０】
　異なるコンクリートマトリックスに加入するタクソン組成もまた、場所および時間によ
って異なっていた（有意な場所×マトリックス相互作用項：ｄｆ＝５、擬ｆ＝１．５０、
Ｐ＝０．０４９、および月数×マトリックス：ｄｆ＝１０、擬ｆ＝１．３７、Ｐ＝０．０
３７）。それにもかかわらず、図２に見られるように、ポルトランドセメントで構成され
たタイルは、他のコンクリートマトリックス（Ｍ１～５）とは独立してクラスターを形成
することが一般的傾向として示唆された。種々のマトリックス間の類似性のレベルは、時
間および場所によって異なっていた。
【００５１】
　生物被覆パーセントの解析（図３）は、多変量群集データ解析の結果を裏付けるもので
あることから、生物被覆は、場所（ｄｆ＝１、擬ｆ＝６．７７、Ｐ＝０．００９）、月数
（ｄｆ＝２、擬ｆ＝１３３．３６、Ｐ＝０．００１）、タイル面（ｄｆ＝１、擬ｆ＝２０
．５８、Ｐ＝０．００１）、およびマトリックス（ｄｆ＝５、擬ｆ＝２７．５７、Ｐ＝０
．００１）によって異なることが明らかにされた。種々のマトリックスの被覆パーセント
の傾向は、場所間では一貫性があるが、時間およびタイル面との関連では変化した（有意
な相互作用項：月数×マトリックス、ｄｆ＝１０、擬ｆ＝４．６４、Ｐ＝０．００１、お
よび月数×面、ｄｆ＝２、擬ｆ＝９．００、Ｐ＝０．００１）。配置の３ヶ月後という早
い時期に、ポルトランドセメントタイルは、他のマトリックス、主に、最も高い生物被覆
パーセントの加入を示したＭ１、Ｍ４、およびＭ５と比較して、より低い生物被覆を有し
ていたことが、ペアワイズ比較から示される。
【００５２】
　タイル表面の複雑性に関連付けられる傾向を検査した場合、紅海の試験地では、平滑面
とテクスチャータイル面との差は、経時的に一貫性があったが、地中海の試験地では、プ
レート面間の差は、初期は有意であったが（配置の３ヶ月後）、配置の６および１２ヶ月
後は有意でなかったことが、明らかである。これらの結果は、紅海の多変量群集データ解
析と一致することから、全体的に、複雑な表面テクスチャーは、平滑とは対照的に、より
多様な高密度の底生群集の加入を示したことが明確に示唆される（図４）。
【００５３】
　ポルトランドセメントタイルと比較した種々の革新的コンクリートマトリックスの加入
能力の差は、配置の６および１２ヶ月後に行われたバイオマス分析から、とくに、無機材
料との関連で、きわめて明白であった（図５）。タイル上に加入した有機物の量は、場所
によって異なっていたが（ｄｆ＝１、擬ｆ＝４．９３、Ｐ＝０．０２９）、配置後の月数
または種々のマトリックスとの関連では、有意な傾向は現れなかった。それにもかかわら
ず、無機物の濃度は、場所間で有意に異なっていた（ｄｆ＝１、擬ｆ＝８３．５３、Ｐ＝
０．００１）、月数（ｄｆ＝１、擬ｆ＝１１．１６、Ｐ＝０．００２）、およびマトリッ
クス（ｄｆ＝５、擬ｆ＝７．２８、Ｐ＝０．００１）。これらの差は、場所間で経時的に
変化し（有意な場所×月数相互作用：ｄｆ＝１、擬ｆ＝４．２３、Ｐ＝０．０３９）、紅
海の試験地では、他のマトリックスと比較して最高値を有するＭ５およびＭ４が、マトリ
ックス間の差を主導するものであったが、地中海の試験地では、Ｍ１、Ｍ４、およびＭ５
が、残りのマトリックスと比較して無機物に関して最高値を有していたことが、ペアワイ
ズ比較から示唆された。
【００５４】
　地中海で試験タイル上に加入した無機材料の量は、紅海で加入したものよりも一貫して
多かった。それにもかかわらず、値は、一般的には、両方の試験地で高く、平均すると地
中海の試験地では４１３．５１±２５．６３ｇｒ／ｍ－２および紅海の試験地では２０１
．１４±１０．２８であった。浸漬の１年後、類似のマトリックスは、紅海および地中海
の両方の試験地で無機材料の最大の蓄積を呈し、Ｍ１、Ｍ４、およびＭ５は、地中海では
、それぞれ、５４７±１０７．５８、６５９．５１±６５．８４４、および５５３．９５
±９４．９４ｇｒ／ｍ２、ならびに紅海では、２７２．３１±３３．８４、２４９．７９
±３７．００、および２５７．０３±＋３９．３４ｇｒ／ｍ２の値を有していた。
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【００５５】
　クロロフィルａ含有率もまた、場所（ｄｆ＝１、擬ｆ＝５２．６２、Ｐ＝０．００１）
、配置の後の月数（ｄｆ＝１、擬ｆ＝９．０９、Ｐ＝０．００１）、およびマトリックス
（ｄｆ＝５、擬ｆ＝４．８６、Ｐ＝０．００１）によって有意に異なっていた。図６に見
られるように、ほとんどの場合、クロロフィルａの濃度は、２つの研究試験地で月数およ
びマトリックスによって異なっていたが（有意な場所×月数×マトリックス相互作用項：
ｄｆ＝５、擬ｆ＝２．８４、Ｐ＝０．０１５）、Ｍ１タイルのクロロフィルａの濃度がポ
ルトランドセメントタイルのものよりも有意に高い傾向は、両方の試験地で一貫性が挙げ
られる多（両方の試験地でＰ＜０．０５）。
【００５６】
　熱帯紅海環境でのみ見いだされたサンゴの加入は、一般的には、配置後の最初の６ヶ月
間は少なく、最後のモニタリング時に大きく増加した（図７）。１年後、主に、ソフトサ
ンゴの加入の結果に起因して、加入能力の有意差が種々のマトリックス間で同定された（
ｄｆ＝５、擬ｆ＝３．７４、Ｐ＝０．０１５）。Ｍ５およびＭ１は、配置面にかかわらず
、ポルトランドセメントタイルよりも有意に高い加入を有していたことが、ソフトサンゴ
データのペアワイズ解析から示される。
【００５７】
実験室実験
　Ｄ．ヘンプリキ（Ｄ．ｈｅｍｐｒｉｃｈｉ）断片の自然付着は、種々のマトリックス間
で有意に異なっており（図８Ａ、ｄｆ＝５、擬ｆ＝２．７５、Ｐ＝０．０４２）、ポルト
ランドセメントは、最も低い付着率（１６±９．４２％の付着）を有し、Ｍ１およびＭ５
は、最も高い付着率（それぞれ、４４±１１．８６％および３６±６．６９％）を有して
いた。有意ではないが、類似の傾向はまた、Ｈ．フセッセンス（Ｈ．ｆｕｓｃｅｓｃｅｎ
ｓ）幼生の実験からも明白であった（図８Ｃ）。ポルトランドは、生態学的活性マトリッ
クスと比べて最も低い平均を示したが、結果の変動が大きいため、これは統計学的検定に
より裏付けらされなかった。それにもかかわらず、ペアワイズ比較では、Ｍ５とポルトラ
ンドセメントとの間にかろうじて有意差が見いだされた（Ｐ＝０．０６７）。しかしなが
ら、Ｂ．ネリチナ（Ｂ．ｎｅｒｉｔｉｎａ）幼生の実験では、有意な結果が得られ（図８
Ｃ、ｄｆ＝４、擬ｆ＝４．０５、Ｐ＝０．００９）、ポルトランドセメントは、最も低い
着床率（２．３５±１．２５％の付着）を有していたが、Ｍ１は、最も高い加入率（１４
．１４±７．２０％）を有していた。技術的エラーが原因でＭ５を実験に含めなかったの
で、ここではＭ５の結果が含まれなかったことに留意されたい。
【００５８】
考察
　海岸の人口増加が全世界で予測されており、海岸都市の海岸の補強および拡張の傾向は
、さらに増加することが予想される。さらに、全世界の気候変動に関連付けられる過程を
考えると、海岸線は、海面の上昇および暴風雨の増加に関連付けられる脅威の増大に直面
しているので、現在の海岸防御手段の即時修正が必要とされる（Ｄｕｇａｎ　ｅｔ　ａｌ
．，２０１１およびそこに記載の参照文献）。本研究では、海洋生物の成長の促進および
生物起源堆積の増大の促進をめざして、コンクリートの組成および表面テクスチャーにわ
ずかな改変を適用する革新的手法を調べる。試験された５つのマトリックスのうちの３つ
（Ｍ１、Ｍ４、およびＭ５）は、標準的ポルトランドセメントと比較して、生態学的活性
があり、加入能力の増大を呈することが見いだされた。このことは、実験室ならびに野外
の両方のサンプリング試験地で調べた生物学的パラメーターのほとんどから明白であった
。全体的に、これらの生態学的活性マトリックスは、標準的ポルトランドセメント系混合
物よりも、大きい生物被覆（図１）、より多くの無機物（図５）の加入を示し、サンゴお
よび標的生物のより高い着床率（図７～８）を有していた。コンクリート系ＣＭＩ上への
海洋の植物相および動物相の自然群集の加入能力の増大により、構造上、環境上、および
社会経済上の価値ある利点が得られる。
【００５９】



(16) JP 2016-508721 A 2016.3.24

10

20

30

40

50

　構造上の利点に関して、ＣＭＩは、多くの場合、海岸防御に使用されるので（たとえば
、防波堤および防潮壁）、重量および安定性は、構造上の性能に主要な役割を果たす。こ
の研究では、生態学的活性コンクリートマトリックスは、ポルトランドセメントよりも多
くの無機物を有意に蓄積した。カキ、カンザシゴカイ、フジツボ、サンゴのような生態系
エンジニアの生物起源堆積は、構造物の重量を増加させて、その安定性および強度に寄与
する（Ｒｉｓｉｎｇｅｒ，２０１２）。我々の結果によれば、平均で４１３（地中海）～
２０１（紅海）ｇｒ／ｍ２が１２ヶ月以内に生態学的活性コンクリート表面に追加され、
地中海では１ｋｇ／ｍ２の最大値および紅海では０．５ｋｇ／ｍ２の近傍値に達しうる。
【００６０】
　海洋生物、主に、穴掘りスポンジまたは特定の緑藻種の成長は、コンクリート表面を劣
化させる可能性があるが（Ｊａｙａｋｕｍａｒ　ａｎｄ　Ｓａｒａｖａｎａｎｅ，２０１
０，Ｓｃｏｔｔ　ｅｔ　ａｌ．，１９８８）、我々の結果によれば、有益な生物保護作用
が示唆された。ＣＭＩの全重量に寄与することに加えて、サンゴモ、カキ、サンゴ、およ
びカンザシゴカイの生物起源成長は、コンクリート表面を強化することが可能である。た
とえば、コンクリート強度に及ぼすカキの成長の影響を調べたＲｉｓｉｎｇｅｒ（２０１
２）は、海洋生物の成長により覆われたコンクリートが２年間にわたり曲げ強度を有意に
１０倍に増加させることを示した。重量増加以外に、海洋生物の成長は、波のエネルギー
を吸収して構造物へのサージ作用の低減を支援しうる生物起源の接着剤として作用するの
で、生物起源の堆積はまた、近接するインフラ部材（防護ユニット、防潮壁プレキャスト
部材など）間の結合を増加させる。経時的に方解石層で表面を覆うことが可能なそのよう
な生物起源の堆積（図９）はまた、流体力を吸収し、かつ塩化物攻撃およびチッピングか
らコンクリートを保護することにより、構造物の耐久性を増加させる。
【００６１】
　そのような強力な成長は、インフラの状態に関する視覚的調査を撹乱する可能性がある
が、成長物の切片（典型的には表面の１０％以下）をランダムにスクレープして取り出す
ことにより、検査を行うことが可能である。この切片は、経時的に再成長する。以上を考
えると、ＣＭＩに生態学的活性コンクリートマトリックスを適用することにより、より持
続性を高めて保守作業の必要性およびコストを低減するのに役立てることが可能である。
【００６２】
　構造上の利点以外に、生態学的活性コンクリートマトリックスはまた、実質的な環境上
の利点に関連付けられる。結果から明らかなように、生態学的活性であることが証明され
たマトリックスは、標準的ポルトランドセメントよりも有意に高い生物被覆を有していた
（Ｍ１、Ｍ４、およびＭ５のタイルの平均被覆は、配置の１２ヶ月後、両方の試験地で１
００％に近かったが、ポルトランドタイルは、平均で８２％～９２％であった）。生物被
覆の多くは、一方では、生物起源堆積に寄与する生態系エンジニア（カキ、サンゴ、フジ
ツボ、およびカンザシゴカイ）からなっており、他方では、水の品質および透明性を上昇
させうる濾過摂食生物（たとえば、被嚢動物、スポンジ、カキ、およびイガイ）からなっ
ていた。さらに、ｉｎ－ｓｉｔｕおよびｉｎ　ｖｉｔｒｏの両方の着床実験から明らかな
ように、サンゴおよび他の典型的な潮間域生物、たとえば、Ｂ．ネリチナ（Ｂ．ｎｅｒｉ
ｔｉｎａ）は、生態学的活性マトリックス、主に、Ｍ１およびＭ５への明確な選好性を示
した。サンゴおよび価値ある生態系サービスを提供する種、たとえば、濾過摂食動物およ
びバイオビルダーの加入を増大させる能力を有するＣＭＩを形成することは、生態学的な
重要性が大きい。ＣＭＩの生物学的生産性および生態学的価値を増大させることにより、
そのエコロジカルフットプリントを低減し、犠牲になった「都市化産業砂漠」として見る
代わりに都市自然域として利用することが可能である。
【００６３】
　試験した革新的コンクリートマトリックスのいくつかの他の環境上の利点は、低減され
たカーボンフットプリントである。マトリックスは、高いカーボンフットプリントで知ら
れる混合物中のポルトランドセメントの量を有意に低減可能な種々の添加材を含むので（
Ｍａｔｔｈｅｗｓ　ｅｔ　ａｌ．，２００８）、そのようなマトリックスは、より生態学
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的であると考えることが可能である。たとえば、Ｍ２およびＭ３は、所与の時間枠内で標
準的ポルトランドセメントとそれほど異なった挙動をしなかったが、カーボンフットプリ
ントが低減されるので、依然として標準的コンクリート混合物よりも生態学的であると考
えることが可能である。それにもかかわらず、種々のコンクリートマトリックスのカーボ
ンフットプリントを評価することは、現在の研究の範囲内ではなく、さらなる研究を必要
とする。
【００６４】
　最後に、ＣＭＩは、地球全体にわたりウォーターフロントの必須部分であるので、その
社会経済学的意味は、無視できない。環境意識が絶え間なく高まっている現在、環境機関
は、生態学的な補償および緩和の指針を必要としている（Ｐｕｉｇ　ａｎｄ　Ｖｉｌｌａ
ｒｒｏｙａ，２０１３）。持続可能な「グリーンブルー」海洋建設技術は、管理者および
政策決定者のために効率的ツールを提供して、ＣＭＩの環境フットプリントを低減するこ
とが可能である。また、この点を理解して、複雑なテクスチャーおよびデザインをＣＭＩ
に組み込めば、自然海洋群集が促進され、都市海洋自然域を形成する審美的品質の増大が
促進され、海岸コミュニティー間で環境意識を高めることが可能である。
【００６５】
まとめ
　コンクリート組成、表面テクスチャー、およびマクロデザインを考慮して、コンクリー
ト系ＣＭＩにわずかな改変を行うことは、生物起源堆積物を形成するエンジニア種さらに
は関連する濾過摂食群集を支援する能力を高める可能性を有する。その結果、ユニークな
底生群集により、経済上の利点、たとえば、水質の向上、運転寿命の増加、構造の安定性
、および流体力の吸収と共に、生態系サービスの増大が提供される。これらの利点は、腐
食性塩水環境に対処しなければならないＣＭＩに非常に重要である。

【図１】 【図２】
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【図３Ａ－Ｂ】 【図４Ａ】

【図４Ｂ】 【図４Ｃ】
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【図５Ａ－Ｂ】 【図６】

【図７Ａ－Ｂ】 【図８Ａ－Ｃ】
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【図９】

【手続補正書】
【提出日】平成27年5月11日(2015.5.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、陸域環境および水域環境で植物相および動物相の成長を促進するための方法
を提供する。
【背景技術】
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Ｂｉｏｅｒｏｓｉｏｎ　ｏｆ　Ｃｏｎｃｒｅｔｅ　ａｎｄ　Ｌｉｍｅｓｔｏｎｅ　ｂｙ　
Ｍａｒｉｎｅ　Ｏｒｇａｎｉｓｍｓ：Ａ　１３　ｙｅａｒ　Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔ　ｆｒ
ｏｍ　Ｊａｍａｉｃａ．Ｍａｒｉｎｅ　Ｐｏｌｈｔｔｉｏｎ　Ｂｕｌｌｅｔｉｎ，１９，
２１９－２２２．
　ＷＩＥＣＥＫ，Ｄ．（２００９）Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｌｙ　Ｆｒｉｅｎｄｌｙ
　Ｓｅａｗａｌｌｓ：Ａ　Ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　Ｉｍｐｒｏｖｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｅｎｖｉｒ
ｏｎｍｅｎｔａｌ　Ｖａｌｕｅ　ｏｆ　Ｓｅａｗａｌｌｓ　ａｎｄ　Ｓｅａｗａｌｌ－ｌ
ｉｎｅｄ　Ｆｏｒｅｓｈｏｒｅｓ　ｉｎ　Ｅｓｔｕａｒｉｅｓ，Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ　
ｏｆ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　ａｎｄ　Ｃｌｉｍａｔｅ　Ｃｈａｎｇｅ　ＮＳＷ　ｏｎ
　ｂｅｈａｌｆ　ｏｆ　Ｓｙｄｎｅｙ　Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａｎ　Ｃａｔｃｈｍｅｎｔ
　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ａｕｔｈｏｒｉｔｙ．
　ＵＳ７，１４４，１９６
　ＵＳ６，１８６，７０２
　ＵＳ５５６，４３６
　ＵＳ２００６／１４７，６５６
【０００３】
　本明細書の以上の参照文献の承認は、これらがこのたび開示された主題の特許性になん
らかの関連があることを意味すると推測すべきものではない。
【０００４】
　海岸線に沿って生活するヒト集団の約２／３に関しては（Ｃｒｅｅｌ，２００３）、輸
送（港湾）、エネルギー（パイプライン、発電所、掘削装置）、都市化（マリーナ、防潮
壁、防波堤など）などの種々の社会的需要を満たす海岸および海洋のインフラ（ＣＭＩ）
の増設が不可避である。現在、地中海の海岸線の＞５０％は、コンクリート構造物が優位
を占め（ＥＥＡ，１９９９）、いくつかの地域では、海岸線の９０％超で、都市、港湾、
および産業の成長が進められてきた（Ｃｅｎｃｉｎｉ，１９９８）。その結果、海岸を補
強して自然海岸線を置き換える傾向が継続的に増加している（Ｂｕｌｌｅｄ　ａｎｄ　Ｃ
ｈａｐｍａｎ，２０１０，Ｄｕｇａｎ　ｅｔ　ａｌ．，２０１１）。
【０００５】
　地球全体にわたり沿岸線の補強および防護の優位性が増加しているにもかかわらず、Ｃ
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ＭＩ上の種群集に関して、とくにその環境影響に関して、我々の理解は限られている（Ｃ
ｏｎｎｅｌｌ　ａｎｄ　Ｇｌａｓｂｙ，１９９９，Ｄｕｇａｎ　ｅｔ　ａｌ．，２０１１
）。この知識ギャップにより、都市化海岸環境に対する我々の管理能力が著しく損なわれ
る（Ｂｕｌｌｅｄ　ａｎｄ　Ｃｈａｐｍａｎ，２０１０）。ポンツーンや防波堤などのＣ
ＭＩ上での海洋生物の成長を調べた数少ない研究では、近接する自然生息地とは大きく異
なる群集が見いだされた（たとえば、Ｃｏｎｎｅｌｌ，２０００，Ｌａｍ　ｅｔ　ａｌ．
，２００９）。ＣＭＩ上で発生する群集は、典型的には、自然群集ほど多様性がなく、通
常、迷惑種および侵入種が優位である（Ｇｌａｓｂｙ　ｅｔ　ａｌ．，２００７）。これ
は、ＣＭＩのユニークな物理的特性、主に、組成およびデザインが原因であることがほと
んどである。ＣＭＩは、表面の複雑性を最小限に抑えた急傾斜均一表面を含むことが多い
ので、潮間域が狭域に圧縮され、高耐性種のみが支援されることになる（Ｃｈａｐｍａｎ
　ａｎｄ　Ｕｎｄｅｒｗｏｏｄ，２０１１）。さらに、ＣＭＩの５０％超は、ポルトラン
ドセメントで作製されている。このポルトランドセメントは、生物加入に関して貧基質と
して知られており、その理由は、おそらく、表面のアルカリ性が高いこと（海水のｐＨ約
８に対してｐＨ約１３）および海洋生物に有毒な化合物が存在することである（Ｌｕｋｅ
ｎｓ　ａｎｄ　Ｓｅｌｂｅｒｇ．，２００４，ＥＢＭ，２００４）。したがって、自然生
息地により提供されるものに類似した生態系サービスを提供するＣＭＩの能力は、大幅に
損なわれ、ほとんどの都市／産業の海岸環境は、環境活動との関連では犠牲域と考えられ
る。
【０００６】
　過去数年間、ＣＭＩの生物学的および生態学的な価値を向上させるために生態工学の原
理（Ｂｅｒｇｅｎ　ｅｔ　ａｌ．，２００１）を利用したさまざまな方法が出現してきた
（たとえば、Ｌｉ　ｅｔ　ａｌ．，２００５，Ｎａｙｌｏｒ，２０１１）。これまで、デ
ザインまたはテクスチャーの側面に重点を置いた向上手段は、より豊富かつ多様な自然群
集を引き寄せて生態学的および構造的な利点を得ることをめざした（Ｗｉｅｃｅｋ，２０
０９，Ｇｏｆｆ，２０１０，Ｄｙｓｏｎ，２００９）。これらの利点は、主に、生物起源
の堆積、すなわち、カキ、カンザシゴカイ、フジツボ、およびサンゴのようなエンジニア
種が硬質表面上に炭酸カルシウム（ＣａＣＯ３）骨格を堆積することにより種々の生物に
価値ある生息地を形成する（Ｊｏｎｅｓ　ｅｔ　ａｌ．，１９９４）と同時に構造の強度
および安定性にも寄与する（Ｒｉｓｉｎｇｅｒ，２０１２）自然過程に関連付けられる。
それにもかかわらず、ＣＭＩの組成を改変して生態系エンジニアなどの生態学的価値を有
する種に有利になるように試みた研究は、少ない。
【０００７】
　本出願の発明者らは、組成およびデザインの両方を対象とする統合方法を提供する。こ
のために、自然生物群集を増大させると同時に依然として海洋建設の公式要件を遵守する
ことをめざして、一連の５つの革新的コンクリートマトリックスを試験した。新しいマト
リックスは、ポルトランドセメントと比較して低減されたアルカリ性を有し、混合物中の
ポルトランドセメントの優位性を減少させる種々の添加材を含むので、海洋生物にとって
より好適なものとなる可能性がある。それに加えて、生物発生を促進することが知られて
いる表面の複雑性の増加の影響およびそれとコンクリートマトリックスとの相互作用を試
験した（Ｐｅｒｋｏｌ－Ｆｉｎｋｅｌ　ｅｔ　ａｌ．，２０１２およびそこに記載の参照
文献）。
【０００８】
　本明細書の以下に詳述されているのは、熱帯（紅海）および温帯（地中海）の両方の環
境で標準的ポルトランドセメントと比較して革新的コンクリートマトリックスの生物学的
性能を評価した１年間にわたる実験の結果である。一連の長期にわたる野外実験および制
御された実験室試験を用いて、組成および複雑性の影響を実験的に評価した。標準的ポル
トランドセメントと比較して、異なるコンクリートマトリックスは、異なる種群集（標的
種の群集、バイオマス、および加入能力に関して）の異なる加入を示した。それに加えて
、表面の複雑性の増加は、自然生物群集の成長の増大および生態系エンジニアによる炭酸
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カルシウムの堆積をもたらした。コンクリートの組成およびデザインのわずかな改変によ
り、海洋の動物相および植物相の増大を支援して価値ある生態系サービスを提供するコン
クリート系ＣＭＩの能力を改善可能であることが、結果から示唆される。そのような自然
生物群集の増大は、コンクリートの耐久性を損なわないどころか、重量増加および生物保
護を介して、経時的に物理的保護を提供可能である。
【発明の概要】
【０００９】
　本発明は、水域環境で動物相および植物相の成長を促進すべく使用するための、１２未
満のｐＨを有するコンクリートマトリックスを含む請求項１に記載の海洋インフラを提供
する。
【００１０】
　さらなる態様では、本出願は、１２未満のｐＨを有するコンクリートマトリックスで構
成された請求項１に記載の海洋建設インフラを提供することを含む、水域環境で動物相お
よび植物相の成長を促進するための方法を提供する。
【００１１】
　「水域環境」が参照される場合、限定されるものではなく、海洋（海洋域、底生域、潮
間域、浅海域、河口域、塩性沼沢、サンゴ礁、ラグーン、およびマングローブ沼地を含む
）ならびに淡水（静水、動水、湿地、および池を含む）を含めて、任意のタイプの水域が
包含されることを理解すべきである。この用語は、任意の温度、年間の任意の時期または
天候条件、および任意の流速における、任意の深さの前記水域環境を意味する。
【００１２】
　「動物相および植物相」が参照される場合、関係する水域環境生態系に典型的な任意の
タイプの植物、生物、または動物が包含されることを理解すべきである。
【００１３】
　いくつかの実施形態では、海洋の動物相および植物相は、次のもの、すなわち、（ｉ）
方解石骨格を堆積することにより構造物の構造複雑性を増大させて他の生物のための生息
地を形成するエンジニア種、たとえば、サンゴ、カキ、カンザシゴカイ、サンゴモ、およ
びフジツボ、（ｉｉ）濾過器官を用いて摂食すると同時にその過程で水から栄養素および
有機粒子を取り込む濾過摂食生物、たとえば、カキ、イガイ、被嚢動物、およびスポンジ
、（ｉｉｉ）岩内生／岩表生の藍藻、コンクリート表面が水レベルを超える特定の場合に
はさらに、地衣類、菌類、および蘚類、の少なくとも１つを含む。
【００１４】
　「動物相および植物相の成長の促進」が参照される場合、水域環境生態系ですでに成長
しているかまたは成長可能であるかのいずれかである動物相および植物相の安定性、成長
、健康、および繁殖の任意の定性的または定量的な促進、増大、補強、防御、強化、支援
、加入、または支援が、当技術分野で公知の任意のパラメーター（個体または種の数、生
活環、成長物または表面の被覆率など）により測定可能であることが包含されることを理
解すべきである。
【００１５】
　いくつかの実施形態では、海洋の動物相および植物相の前記促進により、前記構造物の
表面上への無機物の堆積が促進されて、１２ヶ月後、１～１０メートルの深さ範囲で約５
０～１０００ｇｒ／ｍ２の値に達することが可能である。一方、前記構造物の表面上のク
ロロフィル濃度は、１２ヶ月後、１～１０メートルの深さ範囲で約１００～８００μｇｒ
／ｍ２の値に達することが可能である。
【００１６】
　他の実施形態では、海洋の動物相および植物相の前記促進により、１２ヶ月後、前記構
造物の表面上へのサンゴの加入数が、１～１０メートルの深さ範囲で１５×１５の表面積
あたり約５～２５の加入数になり、＜１ヶ月後、前記構造物の表面上への実験室条件下で
のサンゴの着床率が約５～６０％になる。
【００１７】
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　「海洋建設インフラ」という用語は、海岸防御構造物、たとえば、防波堤、防潮壁、護
岸、および防砂堤、隔壁、埠頭、停泊地、および関連インフラ、たとえば、港湾、マリー
ナ、ウォーターフロント、プロムナードなどを含めて、海洋建設に好適であることが明ら
かな任意のタイプ、形状、またはサイズのインフラが包含されることを理解すべきである
（ｈｔｔｐ：／／ｉａ６００２０８．ｕｓ．ａｒｃｈｉｖｅ．ｏｒｇ／１４／ｉｔｅｍｓ
／ｓｈｏｒｅｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎｍ０１ｕｎｉｔ／ｓｈｏｒｅｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎｍ
０１ｕｒｉｉｔ．ｐｄｆ中のＡｒｍｙ　ｃｏｒｐｓ－ＳＨＯＲＥ　ＰＲＯＴＥＣＴＩＯＮ
　ＭＡＮＵＡＬをも参照されたい）。そのような海洋建設インフラの例としては、強化防
潮壁、防護ユニット、潮溜り、パイル、橋梁基礎、海側バーム、コンクリートマットレス
、水中ケーブルおよびパイプケーシング、係留ユニットが挙げられるが、これらに限定さ
れるものではない。
【００１８】
　「コンクリートマトリックス」という用語は、典型的には、少なくとも１つのタイプの
セメント（たとえば、ポルトランドセメント、アルミン酸カルシウムセメントなど）と、
少なくとも１種の骨材（たとえば、石灰石、青石など）の砂（４．７５ｍｍ未満の微細グ
レード骨材およびまたは０～２ｍｍ未満の天然骨材もしくは粉砕骨材）と、水（飲料に適
したもので、１０００百万分率超の塩化物や硫酸塩を含有せず、鉛、銅、亜鉛（＜５ｐｐ
ｍ）、リン酸塩（＜５ｐｐｍ）などの有害物質を含まないものとする）と、を含むコンク
リート組成物を意味する。
【００１９】
　さらなる態様では、本発明は、１２未満の表面ｐＨを有するコンクリートマトリックス
で構成されたインフラを提供することを含む、岩内生および岩表生の植物相の成長を促進
する方法を提供する。そのようなインフラはまた、地中海生物活性陸域構造物（すなわち
、水レベルを超えるが、自然系と同様に陸域植物相の成長を促進するのに十分な湿度およ
び降水を有する生物活性構造物）でありうることに留意すべきである。
【００２０】
　「岩内生および岩表生の植物相」という用語には、地衣類、菌類、蘚類、さらには藍藻
が包含されることを理解すべきである。
【００２１】
　そのような岩内生および岩表生の植物相は、十分な湿度および降水を有する陸域環境で
成長可能であることに留意すべきである。
【００２２】
　いくつかの実施形態では、本明細書の以上に挙げられたそのようなインフラは、内陸建
築物の迅速植物壁被覆を誘導するように設計された「生物活性壁」部材である。緑色植物
被覆は、都市景観を有意に改良し、清浄かつ健康的な空気を提供し、しかも都市開発のエ
コロジカルフットプリントを低減する。壁基質の物理的および化学的な性質は、成長の支
援および増大を行うその能力に強い影響を及ぼす。いくつかの実施形態では、そのような
生物活性壁構造物は、壁付着植物、岩内生藻類、地衣類、および蘚類の自然成長を誘導す
る。いくつかのさらなる実施形態では、前記生物活性壁構造物は、複雑な土壌系を必要と
することなく、植物相を支援する湿潤ニッチの形成を可能にする、高い複雑性および多孔
性を有する。
【００２３】
　その態様の他の一実施形態では、本発明は、１２未満のｐＨを有するコンクリートマト
リックスで構成された構造物を提供することを含む、岩内生および岩表生の嫌気性および
好気性の植物相および動物相の成長を促進する方法を提供する。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、本明細書の以上に挙げられた前記構造物は、「ライブロック
」構造物、すなわち、分離された閉じた海洋環境、たとえば、水槽（たとえば、塩水の水
槽）中に配置された本発明に係る構造物である。そのようなライブロック構造物は、塩水
の水槽の愛好家により望まれる多くの利点を閉じた海洋環境に付与する。本発明に係るラ
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イブロック構造物は、廃物を処理する窒素循環に必要とされる好気性および嫌気性の両方
の硝化細菌をホストする優れた生物学的濾過器を提供する。したがって、前記ライブロッ
クは、塩水の水槽の主要な生物学的硝化基質または生物学的濾過器になる。そのほかに、
本発明に係るライブロック構造物はまた、水の化学性に対して、特定的には、炭酸カルシ
ウムの放出により一定のｐＨを維持する支援に対して、安定化効果を有しうる。さらに、
ライブロック構造物は、水槽の装飾部材であり、かつ生息動物のための隠れ家を提供する
。
【００２５】
　岩内生および岩表生の嫌気性および好気性の植物相および動物相、たとえば、硝酸菌、
硝化細菌などの成長を促進することに留意すべきである。
【００２６】
　いくつかの実施形態では、前記コンクリートマトリックスは、約１１未満のｐＨを有す
る。他の実施形態では、前記コンクリートマトリックスは、約９～約１０．５のｐＨを有
する。
【００２７】
　いくつかの実施形態では、前記コンクリートマトリックスの前記ｐＨは、実質的に全コ
ンクリートインフラのｐＨである。他の実施形態では、前記コンクリートマトリックスの
前記ｐＨは、前記インフラの実質的に頂部表面のｐＨである。そのほかのさらなる実施形
態では、前記頂部表面の厚さは、約５ｃｍ以上である。
【００２８】
　いくつかの実施形態では、前記水域環境の塩分は、約０～４５ｐｐｔである（すなわち
、塩分は、０、１、２、３、４、５、１０、１５、２０、２５、３０、３５、４０、４５
ｐｐｔでありうる）。
【００２９】
　植物相および動物相の増大は、十分な光に暴露される領域すなわち有光層（０～１００
メートルの最大深さ）および海底から飛沫域までの領域、または陸域植物相を支援する生
物活性構造物ではそれよりも上の領域における、水域環境を対象とする。
【００３０】
　いくつかの実施形態では、前記インフラは、少なくとも１２の粗さグレードの表面粗さ
を有する。他の実施形態では、前記インフラは、少なくとも５０ミクロンのＲＡ値を有す
る。それに加えて、前記インフラは、５～２０ｍｍのＲＡ値の表面テクスチャーを有する
。
【００３１】
　いくつかの他の実施形態では、前記コンクリートマトリックスは、単位体積あたりの重
量が約１１００～約２５００Ｋｇ／ｍ３である。そのほかのさらなる実施形態では、前記
コンクリートマトリックスは、単位体積あたりの重量が約１１００～約１８００Ｋｇ／ｍ
３である。
【００３２】
　さらなる実施形態では、前記コンクリートマトリックスは、ポルトランドセメント重量
の０～約９０％の重量でまたはそれを完全に置き換えて、添加材およびセメントを含む。
【００３３】
　他の実施形態では、前記コンクリートマトリックスは、少なくともの１種のマイクロシ
リカ／シリカヒュームおよびメタカオリンおよびアルミン酸カルシウムセメントを含む。
いくつかの実施形態では、マトリックス中のポルトランドセメントの任意の等価重量％の
量を置き換えるべく、上述のシリカおよび／またはメタカオリンおよび／またはカルシウ
ムアルミナセメントがコンクリートマトリックスに添加される。
【００３４】
　いくつかのさらなる実施形態では、前記コンクリートマトリックスは、約３０～８０Ｍ
ｐａ（すなわち、約３０、３５、４０、４５、５０、５５、６０、６５、７０、７５、ま
たは８０Ｍｐａ）の平均圧縮強度を有する。（ＡＳＴＭ　Ｃ３９（ＡＡＳＨＴＯ　Ｔ２２
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））
【００３５】
　いくつかのさらなる実施形態では、前記コンクリートマトリックスは、７ｂａｒの圧力
下で約５～５０ｍｍ（すなわち、約５、１０、１５、２０、２５、３０、３５、４０、４
５、５０ｍｍ）の水圧浸透抵抗を有する。（ＥＮ１２３９０－８）
【００３６】
　他の実施形態では、前記コンクリートマトリックスは、約５００～２０００クーロン（
すなわち、約５００、６００、７００、８００、９００、１０００、１１００、１２００
、１３００、１４００、１５００、１６００、１７００、１８００、１９００、２０００
クーロン）の塩化物浸透抵抗を有する。（ＡＳＴＭ　ｃ１２０２）
【００３７】
　次に、本明細書に開示された主題の理解を深めるためにおよびそれを実際にどのように
実施しうるかを例証するために、添付の図面を参照しながら実施形態を説明するが、ただ
し、これらに限定されるものではなく、単なる例であるにすぎない。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】図１は、配置の３ヶ月後（それぞれ、Ｒｅｄ３、Ｍｅｄ３で示される）、６ヶ月
後（それぞれ、Ｒｅｄ６、Ｍｅｄ６で示される）、および１２ヶ月後（それぞれ、Ｒｅｄ
１２、Ｍｅｄ１２で示される）に対応する２つの野外試験地（紅海＝四角、地中海＝三角
）の群集データの２Ｄ－ＭＤＳを示している。各点は、１つのタイル（プールされたタイ
ル面）を表す。
【図２】図２は、典型的な群集データの２Ｄ－ＭＤＳを示している。各点は、１つのタイ
ル（プールされた面）を表す。紅海の例では、配置の６ヶ月後、プロットの右側に本発明
に係る種々のコンクリートマトリックス（それぞれ、Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４、Ｍ５で示
される）が示され、左側にクラスターを形成したポルトランドセメントタイルが示される
。
【図３】図３Ａ～３Ｂは、ポルトランドセメントと比較して、本発明に係る種々の革新的
コンクリートマトリックス（それぞれ、Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４、およびＭ５で示される
）上における配置の３、６、および１２ヶ月後（それぞれ、３Ｍ、６Ｍ、および１２Ｍで
示される）の生物被覆パーセントの模式的比較を提供する。図３Ａは、紅海（Ｒｅｄで示
される）における生物被覆を提供する。図３Ｂは、地中海（Ｍｅｄで示される）における
生物被覆を提供する。実線は、平滑タイル面（Ｓで示される）を表し、点線は、テクスチ
ャー面（Ｔで示される）を表す。
【図４】図４Ａ～４Ｃは、本発明に係るコンクリートマトリックス上への底生生物の典型
的な加入を示している（紅海における配置の６ヶ月後のＭ４の例）。図４Ａは、完全に１
００％被覆されたテクスチャー面を示している。図４Ｂは、限定さたれ加入を有する同一
タイルの平滑面を示している。図４Ｃは、群集データの２Ｄ－ＭＤＳを示している。各点
は、１つのタイル面（テクスチャー面＝四角、平滑面＝丸）を表す。紅海におけるタイル
の例では、配置の６ヶ月後、テクスチャータイル面（上側）と平滑タイル面（下側）との
分離が示される。
【図５】図５Ａ～５Ｂは、配置の６および１２ヶ月後（それぞれ、６Ｍおよび１２Ｍで示
される）、ポルトランドセメントと比較して、本発明に係るコンクリートマトリックス（
それぞれ、Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４、およびＭ５で示される）上に蓄積された有機（点線
、Ｏで示される）および無機（実線、Ｉで示される）のバイオマスの模式的比較を提供す
る。図５Ａは、紅海（Ｒｅｄで示される）における比較を示している。図５Ｂは、地中海
（Ｍｅｄで示される）における比較を示している。
【図６】図６は、ポルトランドセメントと比較して、地中海（Ｍｅｄで示される）および
紅海（Ｒｅｄで示される）の試験地における配置の６ヶ月後（６Ｍで示される）および１
２ヶ月後（１２Ｍで示される）の本発明に係るコンクリートマトリックス（それぞれ、Ｍ
１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４、およびＭ５で示される）上のクロロフィルａ濃度の模式的比較を
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提供する。
【図７】図７Ａ～７Ｂは、配置の３ヶ月後（３Ｍで示される）、６ヶ月後（６Ｍで示され
る）、および１２ヶ月後（１２Ｍで示される）、ポルトランドセメントと比較して、本発
明に係るコンクリートマトリックス（それぞれ、Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４、およびＭ５で
示される）上へのサンゴの加入数の模式的比較を提供する。値は、コンクリートマトリッ
クス（タイルおよびプールされたタイル面）１つあたりの全加入数を表す。図７Ａは、ソ
フトサンゴの加入数を示している。図７Ｂは、イシサンゴの加入数を示している。
【図８】図８Ａ～８Ｃは、ポルトランドセメントと比較して、本発明に係るコンクリート
マトリックス（それぞれ、Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４、およびＭ５で示される）上へのＤ．
ヘンプリキ（Ｄ．ｈｅｍｐｒｉｃｈｉ）断片の自然付着（図８Ａ）、Ｈ．フセッセンス（
Ｈ．ｆｕｓｃｅｓｃｅｎｓ）幼生の着床（図８Ｂ）、およびＢ．ネリチナ（Ｂ．ｎｅｒｉ
ｔｉｎａ）幼生の着床（図８Ｃ）の模式的比較を提供する。
【図９】図９は、Ｍ４タイルで示される本発明に係るコンクリートマトリックス上に蓄積
された生物起源方解石成長物で構成されたスクレープ材料を示している（配置の３ヶ月後
の図）。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
材料および方法
野外実験
　５つの異なるコンクリートマトリックスの加入能力（植物相および動物相の両方に関し
て）を標準的ポルトランドセメントと比較して試験した。試験されたマトリックスはすべ
て、３０～５０ＭＰａの圧縮力を耐えるので、海洋建設のさまざまな要件を満たす（「コ
ンクリートマトリックスの作製」の節を参照されたい）。加入に及ぼすコンクリート組成
の影響を試験する以外に、海洋の植物相および動物相の加入に及ぼす表面テクスチャーの
影響、すなわち、平滑表面対テクスチャー表面を試験した。Ｉｎｔｅｒ　Ｕｎｉｖｅｒｓ
ｉｔｙ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｉｎ　Ｅｉｌａｔに位置する紅海の熱帯環境およびＩｓｒ
ａｅｌのＡｓｈｄｏｄ近郊の地中海の温帯水域で、同時に加入を試験した。
【００４０】
　１５×１５×４ｃｍのコンクリートタイルを野外実験に使用した。約２．５ｋｇの重量
の各タイルは、１つの平滑面および１つをテクスチャー面を有していた。プラスチックフ
ォームライナーを用いてテクスチャーを形成し、サンゴポリプ様テクスチャーを作製した
。５つの各試験マトリックス（Ｍ１～Ｍ５）およびポルトランド対照に対して、１０個の
レプリケートを作製した。マトリックス組成を明らかにしないＩＤ番号（１、２、３…）
を各タイルにタグ付けした。各タイル番号に対するマトリックスタイプを独立に列挙して
「盲検」サンプリングを可能にし（すなわち、調査者は、それらのコンクリート組成を知
ることなくタイルをサンプリングした）、データ収集の偏りを排除した。海に配置された
金属メッシュテーブル上にタイルを載せた。紅海の試験地では、タイルを１０ｍの深さに
配置し、一方、地中海の試験地では、より浅い海底条件のため、６ｍの深さに配置した。
テクスチャー面を海側に向けて、種々のマトリックスのタイルをメッシュテーブル上にラ
ンダムに置いた。
【００４１】
　配置の３、６、および１２ヶ月後、各マトリックスの５つのタイルをサンプリングした
。各モニターイベントで、タイルを海から一時的に取り出して、完全に浸漬した状態で実
験室に移動した。解剖顕微鏡を用いて各タイルの両面を注意深く検査し、写真撮影し、サ
ンプリングし、その後、再配置した。Ｐｅｒｋｏｌ－Ｆｉｎｋｅｌ　ｅｔ　ａｌ．（２０
０８）に従って、１×１ｃｍグリッドを用いて、各タイル面上の加入タクソンの被覆の定
量を行った。記載のデータには、タクソン組成、コロニー生物（コケムシ、被嚢動物、お
よびスポンジ）の被覆パーセント、および単生生物（被嚢動物、二枚貝、およびフジツボ
）の数が含まれていた。個体としてカウントできなかったタクソン（すなわち、カンザシ
ゴカイのクラスター）または密度が異なるタクソン（芝状藻およびサンゴモ）を次のよう
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にランク付けした。０－不在、１－疎分布、２－密分布、および３－密均一。
【００４２】
　それに加えて、配置の６および１２ヶ月後のモニタリング時、Ｐｅｒｋｏｌ－Ｆｉｎｋ
ｅｌ　ｅｔ　ａｌ．（２００６）に従って、各タイルの平滑面の１／４から注意深くすべ
ての底生生物および藻類をスクレープすることにより、クロロフィル濃度およびバイオマ
ス（有機および無機の乾燥重量）を測定した。Ｇｒｅｅｎｂｅｒｇ（１９９５）に従って
クロロフィル含有率分析を行うために、各平滑面の１／４をさらにサンプリングした。
【００４３】
　データ解析には、有機および無機のバイオマス、クロロフィル濃度、および生物被覆パ
ーセントに対するユークリッド距離類似度指数に基づく単変量１元配置ＰＥＲＭＯＮＯＶ
Ａ検定、さらにはブレイ・カーティス類似度指数に基づくパラメトリックＰＥＲＭＡＮＯ
ＶＡ検定によるタクソン群集の多変量データ解析が含まれていた。それに加えて、妥当な
場合、事後ペアワイズ検定を適用した。２Ｄ－ＭＤＳプロットを用いて多変量データで傾
向をグラフに表した。ＰＲＩＭＥＲ／ＰＥＲＭＡＮＯＶＡプログラム（Ａｎｄｅｒｓｏｎ
　ｅｔ　ａｌ．，２００８，Ｃｌａｒｋｅ　ａｎｄ　Ｇｏｒｌｅｙ，２００６）を用いて
、すべての解析を行った。図中のデータは、とくに異なる記載がないかぎり、平均±ＳＥ
として提示される。
【００４４】
実験室実験
　標準的ポルトランドセメントのものと比較して、５つの異なるコンクリートマトリック
スの加入増大能力を定量するために、ｉｎ－ｖｉｔｒｏ実験室実験を行った。これらには
、２つのソフトサンゴ種、すなわち、ヘテロキセニア・フセッセンス（Ｈｅｔｅｒｏｘｅ
ｎｉａ　ｆｕｓｃｅｓｃｅｎｓ）およびデンドロネフチア・ヘンプリキ（Ｄｅｎｄｒｏｎ
ｅｐｈｔｈｙａ　ｈｅｍｐｒｉｃｈｉ）、さらには濾過摂食コケムシブグラ・ネリチナ（
Ｂｕｇｕｌａ　ｎｅｒｉｔｉｎａ）の幼生が含まれていた。実験室でコロニーをインキュ
ベートすることによりＨ．フセッセンス（Ｈ．ｆｕｓｃｅｓｃｅｎｓ）およびＢ．ネリチ
ナ（Ｂ．ｎｅｒｉｔｉｎａ）の幼生採取を行い、一方、Ｄ．ヘンプリキ（Ｄ．ｈｅｍｐｒ
ｉｃｈｉ）については、シーザーを用いて成体コロニーから手作業で微小断片を作製した
。着床過程がより遅いため実験開始の１ヶ月後に検査されたＨ．フセッセンス（Ｈ．ｆｕ
ｓｃｅｓｃｅｎｓ）の着床以外は、実験開始の１週間後に幼生／断片の着床をモニターし
た。モニター時、各キューブ上に着床された幼生／断片の数を決定した。
【００４５】
　試験ユニットは、ポルトランドセメント対照と比較して野外で試験された５つのマトリ
ックス（Ｍ１～Ｍ５）に対応する２．５×２．５×２．５ｃｍのコンクリートキューブか
らなっていた。各実験時、各マトリックスの５～８個のレプリケート（幼生入手可能性に
依存する）を試験した。このために、新しい流海水が充填された個別の２５０ｍｌビーカ
ー内に各コンクリートキューブを配置して、順化のために３日間放置した。順化後、ユニ
ークな番号の幼生を各ビーカーに添加した。各ビーカーに導入された幼生の数は、幼生入
手可能性に応じて異なり、ビーカー１つあたり最小５個～ビーカー１つあたり最大４０個
の範囲内の幼生であった。水温を自然条件のものに類似した状態に維持した。良好な循環
を有する流水テーブル中にビーカーを完全に浸漬された状態で配置した。移動幼生を検査
する場合、幼生の初期着床（典型的には２４～７２時間）までビーカーをその高さの３／
４まで流水系内に浸漬し、その後、それを完全に浸漬した。
【００４６】
　データ解析には、ユークリッド距離類似度指数に基づく単変量１元配置ＰＥＲＭＯＮＯ
ＶＡ検定、およびＰＲＩＭＥＲ／ＰＥＲＭＡＮＯＶＡプログラムを用いた事後ペアワイズ
検定が含まれていた（Ａｎｄｅｒｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，２００８、Ｃｌａｒｋｅ　ａｎ
ｄ　Ｇｏｒｌｅｙ，２００６）。
【００４７】
コンクリートマトリックスの作製
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　この研究で試験されたマトリックスは、混合物中のポルトランドセメントの量、他のセ
メントの使用、空気含有率、および添加ミキサーがさまざまである。亀裂防止用２５ｍｍ
マイクロファイバーをすべてのマトリックスに組み込んだ。マトリックスを８０リットル
水平ミキサーにより混合し、プラスチックフォームライナーを用いて１０×６０×１６０
ｃｍフォーム内にキャストした。２８日後、ウォータージェットマーブルソーによりコン
クリートシートを１５×１５ｃｍ実験タイルにカットした。フォームライナーをフォーム
の底面にのみ適用したので、各タイルは、１つテクスチャー面および１つの平滑面を有し
ていた。
【００４８】
　圧縮強度－ＡＳＴＭ　Ｃ３９（ＡＡＳＨＴＯ　Ｔ２２）、水圧浸透抵抗－ＥＮ１２３９
０－８、塩化物イオン浸透抵抗－ＡＳＴＭ　Ｃ１２０２－１２を含めて、ＡＳＴＭ規格ま
たはＥＮ規格に準拠して、すべてのマトリックスを試験した。コンクリート表面上の深さ
０．５ｃｍのドリル孔から５ｇｒのドリル加工残渣を捕集し、それを５０ｍｌの蒸溜水（
ｐＨ７）中に混合することにより、コンクリートのｐＨ値を検査した。試験されたコンク
リートマトリックス（Ｍ１～Ｍ５）はすべて、ポルトランドセメント系混合物よりも低い
ｐＨ値を示した（それぞれ、１２．５～１３．５と比較して９～１０．５、表１）。圧縮
強度に関して、Ｍ１～Ｍ５は、ポルトランドセメント系混合物のものと類似のまたはそれ
よりも大きい強度を有し、値は３９．３ＭＰａ（Ｍ２）程度に達する。高い空気含有率を
有するＭ４およびＭ５を除くすべてのマトリックスは、類似の密度（２３００～２５００
ｋｇ／ｍ３）を有するポルトランドセメント系混合物よりも高い塩化物イオン浸透抵抗（
＜１５００クーロン）および水圧浸透抵抗（＜２０ｍｍ）を呈した。

【００４９】
結果
野外実験
　群集データの統計解析から、場所（紅海対地中海：ｄｆ＝１、擬ｆ＝１７７．４７、Ｐ
＝０．００１）、配置後の月数（３、６、１２ｍ：ｄｆ＝２、擬ｆ＝８３．３８、Ｐ＝０
．００１）、マトリックスタイプ（Ｍ１～Ｍ５、ポルトランド：ｄｆ＝５、擬ｆ＝２．４
５、Ｐ＝０．００１）、およびプレート面（平滑対テクスチャー：ｄｆ＝１、擬ｆ＝１１
．１２、Ｐ＝０．００１）の間で種群集の有意差が明らかにされた。図１は、紅海および
地中海の試験地の異なる群集構造、さらには明確な時間パターンを例示しており、ＭＤＳ
上でさらに離れて現れる３および６ヶ月後のクラスター（より薄い色調）と比較して配置
の１２ヶ月後のクラスター（暗い色調）の相対近接度から示唆されるように、このことか
ら、群集構造が経時的に類似性を獲得することが示唆される。
【００５０】
　異なるコンクリートマトリックスに加入するタクソン組成もまた、場所および時間によ
って異なっていた（有意な場所×マトリックス相互作用項：ｄｆ＝５、擬ｆ＝１．５０、
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Ｐ＝０．０４９、および月数×マトリックス：ｄｆ＝１０、擬ｆ＝１．３７、Ｐ＝０．０
３７）。それにもかかわらず、図２に見られるように、ポルトランドセメントで構成され
たタイルは、他のコンクリートマトリックス（Ｍ１～５）とは独立してクラスターを形成
することが一般的傾向として示唆された。種々のマトリックス間の類似性のレベルは、時
間および場所によって異なっていた。
【００５１】
　生物被覆パーセントの解析（図３）は、多変量群集データ解析の結果を裏付けるもので
あることから、生物被覆は、場所（ｄｆ＝１、擬ｆ＝６．７７、Ｐ＝０．００９）、月数
（ｄｆ＝２、擬ｆ＝１３３．３６、Ｐ＝０．００１）、タイル面（ｄｆ＝１、擬ｆ＝２０
．５８、Ｐ＝０．００１）、およびマトリックス（ｄｆ＝５、擬ｆ＝２７．５７、Ｐ＝０
．００１）によって異なることが明らかにされた。種々のマトリックスの被覆パーセント
の傾向は、場所間では一貫性があるが、時間およびタイル面との関連では変化した（有意
な相互作用項：月数×マトリックス、ｄｆ＝１０、擬ｆ＝４．６４、Ｐ＝０．００１、お
よび月数×面、ｄｆ＝２、擬ｆ＝９．００、Ｐ＝０．００１）。配置の３ヶ月後という早
い時期に、ポルトランドセメントタイルは、他のマトリックス、主に、最も高い生物被覆
パーセントの加入を示したＭ１、Ｍ４、およびＭ５と比較して、より低い生物被覆を有し
ていたことが、ペアワイズ比較から示される。
【００５２】
　タイル表面の複雑性に関連付けられる傾向を検査した場合、紅海の試験地では、平滑面
とテクスチャータイル面との差は、経時的に一貫性があったが、地中海の試験地では、プ
レート面間の差は、初期は有意であったが（配置の３ヶ月後）、配置の６および１２ヶ月
後は有意でなかったことが、明らかである。これらの結果は、紅海の多変量群集データ解
析と一致することから、全体的に、複雑な表面テクスチャーは、平滑とは対照的に、より
多様な高密度の底生群集の加入を示したことが明確に示唆される（図４）。
【００５３】
　ポルトランドセメントタイルと比較した種々の革新的コンクリートマトリックスの加入
能力の差は、配置の６および１２ヶ月後に行われたバイオマス分析から、とくに、無機材
料との関連で、きわめて明白であった（図５）。タイル上に加入した有機物の量は、場所
によって異なっていたが（ｄｆ＝１、擬ｆ＝４．９３、Ｐ＝０．０２９）、配置後の月数
または種々のマトリックスとの関連では、有意な傾向は現れなかった。それにもかかわら
ず、無機物の濃度は、場所間で有意に異なっていた（ｄｆ＝１、擬ｆ＝８３．５３、Ｐ＝
０．００１）、月数（ｄｆ＝１、擬ｆ＝１１．１６、Ｐ＝０．００２）、およびマトリッ
クス（ｄｆ＝５、擬ｆ＝７．２８、Ｐ＝０．００１）。これらの差は、場所間で経時的に
変化し（有意な場所×月数相互作用：ｄｆ＝１、擬ｆ＝４．２３、Ｐ＝０．０３９）、紅
海の試験地では、他のマトリックスと比較して最高値を有するＭ５およびＭ４が、マトリ
ックス間の差を主導するものであったが、地中海の試験地では、Ｍ１、Ｍ４、およびＭ５
が、残りのマトリックスと比較して無機物に関して最高値を有していたことが、ペアワイ
ズ比較から示唆された。
【００５４】
　地中海で試験タイル上に加入した無機材料の量は、紅海で加入したものよりも一貫して
多かった。それにもかかわらず、値は、一般的には、両方の試験地で高く、平均すると地
中海の試験地では４１３．５１±２５．６３ｇｒ／ｍ－２および紅海の試験地では２０１
．１４±１０．２８であった。浸漬の１年後、類似のマトリックスは、紅海および地中海
の両方の試験地で無機材料の最大の蓄積を呈し、Ｍ１、Ｍ４、およびＭ５は、地中海では
、それぞれ、５４７±１０７．５８、６５９．５１±６５．８４４、および５５３．９５
±９４．９４ｇｒ／ｍ２、ならびに紅海では、２７２．３１±３３．８４、２４９．７９
±３７．００、および２５７．０３±＋３９．３４ｇｒ／ｍ２の値を有していた。
【００５５】
　クロロフィルａ含有率もまた、場所（ｄｆ＝１、擬ｆ＝５２．６２、Ｐ＝０．００１）
、配置の後の月数（ｄｆ＝１、擬ｆ＝９．０９、Ｐ＝０．００１）、およびマトリックス
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（ｄｆ＝５、擬ｆ＝４．８６、Ｐ＝０．００１）によって有意に異なっていた。図６に見
られるように、ほとんどの場合、クロロフィルａの濃度は、２つの研究試験地で月数およ
びマトリックスによって異なっていたが（有意な場所×月数×マトリックス相互作用項：
ｄｆ＝５、擬ｆ＝２．８４、Ｐ＝０．０１５）、Ｍ１タイルのクロロフィルａの濃度がポ
ルトランドセメントタイルのものよりも有意に高い傾向は、両方の試験地で一貫性が挙げ
られる多（両方の試験地でＰ＜０．０５）。
【００５６】
　熱帯紅海環境でのみ見いだされたサンゴの加入は、一般的には、配置後の最初の６ヶ月
間は少なく、最後のモニタリング時に大きく増加した（図７）。１年後、主に、ソフトサ
ンゴの加入の結果に起因して、加入能力の有意差が種々のマトリックス間で同定された（
ｄｆ＝５、擬ｆ＝３．７４、Ｐ＝０．０１５）。Ｍ５およびＭ１は、配置面にかかわらず
、ポルトランドセメントタイルよりも有意に高い加入を有していたことが、ソフトサンゴ
データのペアワイズ解析から示される。
【００５７】
実験室実験
　Ｄ．ヘンプリキ（Ｄ．ｈｅｍｐｒｉｃｈｉ）断片の自然付着は、種々のマトリックス間
で有意に異なっており（図８Ａ、ｄｆ＝５、擬ｆ＝２．７５、Ｐ＝０．０４２）、ポルト
ランドセメントは、最も低い付着率（１６±９．４２％の付着）を有し、Ｍ１およびＭ５
は、最も高い付着率（それぞれ、４４±１１．８６％および３６±６．６９％）を有して
いた。有意ではないが、類似の傾向はまた、Ｈ．フセッセンス（Ｈ．ｆｕｓｃｅｓｃｅｎ
ｓ）幼生の実験からも明白であった（図８Ｃ）。ポルトランドは、生態学的活性マトリッ
クスと比べて最も低い平均を示したが、結果の変動が大きいため、これは統計学的検定に
より裏付けらされなかった。それにもかかわらず、ペアワイズ比較では、Ｍ５とポルトラ
ンドセメントとの間にかろうじて有意差が見いだされた（Ｐ＝０．０６７）。しかしなが
ら、Ｂ．ネリチナ（Ｂ．ｎｅｒｉｔｉｎａ）幼生の実験では、有意な結果が得られ（図８
Ｃ、ｄｆ＝４、擬ｆ＝４．０５、Ｐ＝０．００９）、ポルトランドセメントは、最も低い
着床率（２．３５±１．２５％の付着）を有していたが、Ｍ１は、最も高い加入率（１４
．１４±７．２０％）を有していた。技術的エラーが原因でＭ５を実験に含めなかったの
で、ここではＭ５の結果が含まれなかったことに留意されたい。
【００５８】
考察
　海岸の人口増加が全世界で予測されており、海岸都市の海岸の補強および拡張の傾向は
、さらに増加することが予想される。さらに、全世界の気候変動に関連付けられる過程を
考えると、海岸線は、海面の上昇および暴風雨の増加に関連付けられる脅威の増大に直面
しているので、現在の海岸防御手段の即時修正が必要とされる（Ｄｕｇａｎ　ｅｔ　ａｌ
．，２０１１およびそこに記載の参照文献）。本研究では、海洋生物の成長の促進および
生物起源堆積の増大の促進をめざして、コンクリートの組成および表面テクスチャーにわ
ずかな改変を適用する革新的手法を調べる。試験された５つのマトリックスのうちの３つ
（Ｍ１、Ｍ４、およびＭ５）は、標準的ポルトランドセメントと比較して、生態学的活性
があり、加入能力の増大を呈することが見いだされた。このことは、実験室ならびに野外
の両方のサンプリング試験地で調べた生物学的パラメーターのほとんどから明白であった
。全体的に、これらの生態学的活性マトリックスは、標準的ポルトランドセメント系混合
物よりも、大きい生物被覆（図１）、より多くの無機物（図５）の加入を示し、サンゴお
よび標的生物のより高い着床率（図７～８）を有していた。コンクリート系ＣＭＩ上への
海洋の植物相および動物相の自然群集の加入能力の増大により、構造上、環境上、および
社会経済上の価値ある利点が得られる。
【００５９】
　構造上の利点に関して、ＣＭＩは、多くの場合、海岸防御に使用されるので（たとえば
、防波堤および防潮壁）、重量および安定性は、構造上の性能に主要な役割を果たす。こ
の研究では、生態学的活性コンクリートマトリックスは、ポルトランドセメントよりも多
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くの無機物を有意に蓄積した。カキ、カンザシゴカイ、フジツボ、サンゴのような生態系
エンジニアの生物起源堆積は、構造物の重量を増加させて、その安定性および強度に寄与
する（Ｒｉｓｉｎｇｅｒ，２０１２）。我々の結果によれば、平均で４１３（地中海）～
２０１（紅海）ｇｒ／ｍ２が１２ヶ月以内に生態学的活性コンクリート表面に追加され、
地中海では１ｋｇ／ｍ２の最大値および紅海では０．５ｋｇ／ｍ２の近傍値に達しうる。
【００６０】
　海洋生物、主に、穴掘りスポンジまたは特定の緑藻種の成長は、コンクリート表面を劣
化させる可能性があるが（Ｊａｙａｋｕｍａｒ　ａｎｄ　Ｓａｒａｖａｎａｎｅ，２０１
０，Ｓｃｏｔｔ　ｅｔ　ａｌ．，１９８８）、我々の結果によれば、有益な生物保護作用
が示唆された。ＣＭＩの全重量に寄与することに加えて、サンゴモ、カキ、サンゴ、およ
びカンザシゴカイの生物起源成長は、コンクリート表面を強化することが可能である。た
とえば、コンクリート強度に及ぼすカキの成長の影響を調べたＲｉｓｉｎｇｅｒ（２０１
２）は、海洋生物の成長により覆われたコンクリートが２年間にわたり曲げ強度を有意に
１０倍に増加させることを示した。重量増加以外に、海洋生物の成長は、波のエネルギー
を吸収して構造物へのサージ作用の低減を支援しうる生物起源の接着剤として作用するの
で、生物起源の堆積はまた、近接するインフラ部材（防護ユニット、防潮壁プレキャスト
部材など）間の結合を増加させる。経時的に方解石層で表面を覆うことが可能なそのよう
な生物起源の堆積（図９）はまた、流体力を吸収し、かつ塩化物攻撃およびチッピングか
らコンクリートを保護することにより、構造物の耐久性を増加させる。
【００６１】
　そのような強力な成長は、インフラの状態に関する視覚的調査を撹乱する可能性がある
が、成長物の切片（典型的には表面の１０％以下）をランダムにスクレープして取り出す
ことにより、検査を行うことが可能である。この切片は、経時的に再成長する。以上を考
えると、ＣＭＩに生態学的活性コンクリートマトリックスを適用することにより、より持
続性を高めて保守作業の必要性およびコストを低減するのに役立てることが可能である。
【００６２】
　構造上の利点以外に、生態学的活性コンクリートマトリックスはまた、実質的な環境上
の利点に関連付けられる。結果から明らかなように、生態学的活性であることが証明され
たマトリックスは、標準的ポルトランドセメントよりも有意に高い生物被覆を有していた
（Ｍ１、Ｍ４、およびＭ５のタイルの平均被覆は、配置の１２ヶ月後、両方の試験地で１
００％に近かったが、ポルトランドタイルは、平均で８２％～９２％であった）。生物被
覆の多くは、一方では、生物起源堆積に寄与する生態系エンジニア（カキ、サンゴ、フジ
ツボ、およびカンザシゴカイ）からなっており、他方では、水の品質および透明性を上昇
させうる濾過摂食生物（たとえば、被嚢動物、スポンジ、カキ、およびイガイ）からなっ
ていた。さらに、ｉｎ－ｓｉｔｕおよびｉｎ　ｖｉｔｒｏの両方の着床実験から明らかな
ように、サンゴおよび他の典型的な潮間域生物、たとえば、Ｂ．ネリチナ（Ｂ．ｎｅｒｉ
ｔｉｎａ）は、生態学的活性マトリックス、主に、Ｍ１およびＭ５への明確な選好性を示
した。サンゴおよび価値ある生態系サービスを提供する種、たとえば、濾過摂食動物およ
びバイオビルダーの加入を増大させる能力を有するＣＭＩを形成することは、生態学的な
重要性が大きい。ＣＭＩの生物学的生産性および生態学的価値を増大させることにより、
そのエコロジカルフットプリントを低減し、犠牲になった「都市化産業砂漠」として見る
代わりに都市自然域として利用することが可能である。
【００６３】
　試験した革新的コンクリートマトリックスのいくつかの他の環境上の利点は、低減され
たカーボンフットプリントである。マトリックスは、高いカーボンフットプリントで知ら
れる混合物中のポルトランドセメントの量を有意に低減可能な種々の添加材を含むので（
Ｍａｔｔｈｅｗｓ　ｅｔ　ａｌ．，２００８）、そのようなマトリックスは、より生態学
的であると考えることが可能である。たとえば、Ｍ２およびＭ３は、所与の時間枠内で標
準的ポルトランドセメントとそれほど異なった挙動をしなかったが、カーボンフットプリ
ントが低減されるので、依然として標準的コンクリート混合物よりも生態学的であると考



(34) JP 2016-508721 A 2016.3.24

えることが可能である。それにもかかわらず、種々のコンクリートマトリックスのカーボ
ンフットプリントを評価することは、現在の研究の範囲内ではなく、さらなる研究を必要
とする。
【００６４】
　最後に、ＣＭＩは、地球全体にわたりウォーターフロントの必須部分であるので、その
社会経済学的意味は、無視できない。環境意識が絶え間なく高まっている現在、環境機関
は、生態学的な補償および緩和の指針を必要としている（Ｐｕｉｇ　ａｎｄ　Ｖｉｌｌａ
ｒｒｏｙａ，２０１３）。持続可能な「グリーンブルー」海洋建設技術は、管理者および
政策決定者のために効率的ツールを提供して、ＣＭＩの環境フットプリントを低減するこ
とが可能である。また、この点を理解して、複雑なテクスチャーおよびデザインをＣＭＩ
に組み込めば、自然海洋群集が促進され、都市海洋自然域を形成する審美的品質の増大が
促進され、海岸コミュニティー間で環境意識を高めることが可能である。
【００６５】
まとめ
　コンクリート組成、表面テクスチャー、およびマクロデザインを考慮して、コンクリー
ト系ＣＭＩにわずかな改変を行うことは、生物起源堆積物を形成するエンジニア種さらに
は関連する濾過摂食群集を支援する能力を高める可能性を有する。その結果、ユニークな
底生群集により、経済上の利点、たとえば、水質の向上、運転寿命の増加、構造の安定性
、および流体力の吸収と共に、生態系サービスの増大が提供される。これらの利点は、腐
食性塩水環境に対処しなければならないＣＭＩに非常に重要である。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンクリートマトリックスを含む海洋インフラにおいて、前記コンクリートマトリック
スが、少なくとも１つのタイプのセメントと、少なくとも１種の骨材である４．７５ｍｍ
未満の微細グレード砂およびまたは０～２ｍｍ未満の天然骨材もしくは粉砕骨材と、１０
００百万分率超の塩化物または硫酸塩を含有しない、かつ鉛、銅、亜鉛（＜５ｐｐｍ）、
またはリン酸塩（＜５ｐｐｍ）を含まない、上水と、を含み、前記コンクリートマトリッ
クスが、水域環境で動物相および植物相の成長を促進すべく使用するために１２未満のｐ
Ｈを有し、前記コンクリートマトリックスが、３０～８０Ｍｐａの平均圧縮強度、７ｂａ
ｒ下で５～５０ｍｍの水浸透深さ、および５００～２０００クーロンの塩化物浸透抵抗を
有することを特徴とする海洋インフラ。
【請求項２】
　請求項１に記載の海洋インフラにおいて、前記ｐＨが１１未満であることを特徴とする
海洋インフラ。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の海洋インフラにおいて、前記ｐＨが９～１０．５であること
を特徴とする海洋インフラ。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れか１項に記載の海洋インフラにおいて、前記コンクリートマトリ
ックスの前記ｐＨが前記インフラの頂部表面のｐＨであることを特徴とする海洋インフラ
。
【請求項５】
　請求項４に記載の海洋インフラにおいて、前記表面の厚さが５ｃｍ以上であることを特
徴とする海洋インフラ。
【請求項６】
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　請求項１乃至５の何れか１項に記載の海洋インフラにおいて、水域環境の塩分が０～４
５ｐｐｔであることを特徴とする海洋インフラ。
【請求項７】
　請求項１乃至６の何れか１項に記載の海洋インフラにおいて、前記インフラが少なくと
も１２の粗さグレードの表面粗さを有することを特徴とする海洋インフラ。
【請求項８】
　請求項１乃至７の何れか１項に記載の海洋インフラにおいて、前記インフラが少なくと
も５０ミクロンのＲＡ値の表面粗さおよび５～２０ｍｍのＲＡ値の表面テクスチャーを有
することを特徴とする海洋インフラ。
【請求項９】
　請求項１乃至８の何れか１項に記載の海洋インフラにおいて、前記コンクリートマトリ
ックスが１１００～２５００Ｋｇ／ｍ３の単位体積あたりの重量を有することを特徴とす
る海洋インフラ。
【請求項１０】
　請求項１乃至９の何れか１項に記載の海洋インフラにおいて、前記コンクリートマトリ
ックスが１１００～１８００Ｋｇ／ｍ３の単位体積あたりの重量を有することを特徴とす
る海洋インフラ。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０の何れか１項に記載の海洋インフラにおいて、前記コンクリートマト
リックスが０～９０％のポルトランドセメントを含むことを特徴とする海洋インフラ。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１の何れか１項に記載の海洋インフラにおいて、前記コンクリートマト
リックスがマイクロシリカ／シリカヒュームおよびメタカオリンおよび／またはアルミン
酸カルシウムセメントの少なくとも１つを含むことを特徴とする海洋インフラ。
【請求項１３】
　請求項１乃至１５の何れか１項に記載の海洋インフラにおいて、海洋の動物相および植
物相が、エンジニア種および生息地形成種およびサンゴおよび濾過摂食生物から選択され
ることを特徴とする海洋インフラ。
【請求項１４】
　請求項１乃至１６の何れか１項に記載の海洋インフラにおいて、海洋の動物相および植
物相の前記促進により、前記構造物の表面上への無機物の堆積が促進されて、１２ヶ月後
、０～１０メートルの深さ範囲で５０～１０００ｇｒ／ｍ２の値に達することが可能であ
ることを特徴とする海洋インフラ。
【請求項１５】
　請求項１乃至１７の何れか１項に記載の海洋インフラにおいて、海洋の動物相および植
物相の成長の前記促進により、前記構造物の表面上のクロロフィル濃度が、１２ヶ月後、
０～１０メートルの深さ範囲で１００～８００μｇｒ／ｍ２の値に達することが可能であ
ることを特徴とする海洋インフラ。
【請求項１６】
　請求項１乃至１８の何れか１項に記載の海洋インフラにおいて、海洋の動物相および植
物相の成長の前記促進により、前記構造物の表面上のサンゴの加入数が、１２ヶ月後、０
～１０メートルの深さ範囲で、１５×１５の表面積あたり５～２５の加入数であることを
特徴とする海洋インフラ。
【請求項１７】
　請求項１乃至１９の何れか１項に記載の海洋インフラにおいて、海洋の動物相および植
物相の前記増大により、前記構造物の表面上の実験室条件下のサンゴの着床率が、１ヶ月
後未満で５～６０％であることを特徴とする海洋インフラ。
【請求項１８】
　請求項１に記載の海洋建設インフラを提供することを含む、水域環境で動物相および植
物相の成長を促進するための方法。
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【請求項１９】
　１２未満の表面ｐＨを有するコンクリートマトリックスで構成されたインフラを提供す
ることを含む、岩内生および岩表生の植物相の成長を促進する方法。
【請求項２０】
　１２未満の表面ｐＨを有するコンクリートマトリックスで構成されたインフラを提供す
ることを含む、岩内生および岩表生の嫌気性および好気性の植物相および動物相の成長を
促進する方法。
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