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(57)【要約】
　支持構造体と、該支持構造体に取り付けられるととも
に、魚を収容する収容容積を形成する網とを備え、該網
は複数の着脱可能な網パネルを備え、該着脱可能な網パ
ネルのそれぞれは、その周辺を一以上の実質的に剛性を
有する部材に取り付けられた柔軟な網の個別の片材を備
え、前記着脱可能な網パネルは、前記実質的に剛性を有
する部材に取り付けられたままの柔軟な網の片材を有す
る生け簀から取り外し可能であるように構成されている
ことを特徴とする養殖漁業のための生け簀を開示してい
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持構造体、及び該支持構造体に取り付けられるとともに、魚の収容のための収容容積
を形成する網を備え、
　該網は、複数の取り外し可能な網パネルを備え、
　それぞれの前記網パネルは、柔軟な網の個別の部片を備え、該部片は、その周囲に沿っ
て１以上の実質的に剛性を有する部材に取り付けられ、
　前記取り外し可能な網パネルは、前記柔軟な網の部片が前記実質的に剛性を有する部材
に取り付けられたままで、前記生け簀から取り外し可能であることを特徴とする、養殖漁
業のための生け簀。
【請求項２】
　前記網パネルは、前記生け簀の大部分に対する前記支持構造体を提供していることを特
徴とする請求項１に記載の生け簀。
【請求項３】
　前記網パネルは、多角形状の形状であることを特徴とする請求項２に記載の生け簀。
【請求項４】
　前記実質的に剛性を有する部材は構造用ビームを備え、前記網パネルは、端部で接合さ
れて多角形状の形状を形成する、少なくとも３つの前記ビームを備えていることを特徴と
する請求項３に記載の生け簀。
【請求項５】
　隣接する前記パネルは、隣接する前記ビームをともに固定することによって取り付けら
れることを特徴とする請求項４に記載の生け簀。
【請求項６】
　前記パネルは、１つの前記パネルの所定のビームが、隣接する所定のパネルの隣接する
所定のビームに略平行に延在し、これら２つの隣接するビームが固定部材によって取り付
けられるように形成されていることを特徴とする請求項５に記載の生け簀。
【請求項７】
　前記固定部材は、所定の前記パネルが生け簀から取り外しできるように、取り外し可能
であることを特徴とする請求項６に記載の生け簀。
【請求項８】
　前記生け簀は、実質的に球状であることを特徴とする請求項３に記載の生け簀。
【請求項９】
　前記生け簀は、ジェオデシック構造であることを特徴とする請求項８に記載の生け簀。
【請求項１０】
　前記パネルは、前記ジェオデシック構造を作る、１以上の三角形状のパネルを備えるこ
とを特徴とする請求項９に記載の生け簀。
【請求項１１】
　前記柔軟な網の個別の部片は、実質的に、１以上の前記実質的に剛性を有する部材によ
って形成される面内において張力をかけられていることを特徴とする請求項１に記載の生
け簀。
【請求項１２】
　前記柔軟な網の個別の部片は、実質的に、１以上の前記実質的に剛性を有する部材によ
って形成される面内において張力をかけられていることを特徴とする請求項３に記載の生
け簀。
【請求項１３】
　前記ビームの少なくともいくつかに支持された浮揚部材をさらに備えることを特徴とす
る請求項４に記載の生け簀。
【請求項１４】
　前記浮揚部材は、前記生け簀に実質的な中立浮力を提供していることを特徴とする請求
項１３に記載の生け簀。
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【請求項１５】
　前記浮揚部材は膨張可能な浮揚部材を備え、該浮揚部材は、前記生け簀が前記膨張可能
な部材の選択的な膨張によって選択された位置に回転され得るように、大きさを定められ
るとともに配置されていることを特徴とする請求項１３に記載の生け簀。
【請求項１６】
　支持構造体、及び該支持構造体に取り付けられるとともに、魚の収容のための収容容積
を形成する網を備え、
　前記支持構造体は、複数の取り外し可能なパネルを備え、
　前記取り外し可能なパネルは前記支持構造体の大部分を形成していることを特徴とする
、養殖漁業のための生け簀。
【請求項１７】
　前記取り外し可能なパネルは、近接する前記取り外し可能なパネルに取り付けられた場
合に、前記支持構造体の大部分の構造的一体性を提供することを特徴とする請求項１６に
記載の生け簀。
【請求項１８】
　前記取り外し可能なパネルは、多角形状の形状であることを特徴とする請求項１６に記
載の生け簀。
【請求項１９】
　前記取り外し可能なパネルは、端部で接合されて前記多角形状の形状を形成する少なく
とも３つのビームを備えることを特徴とする請求項１８に記載の生け簀。
【請求項２０】
　近接する前記網パネルは、近接するビームをともに固定することによって取り付けられ
ていることを特徴とする請求項１９に記載の生け簀。
【請求項２１】
　前記パネルは、１つの前記パネルが近接する所定の前記パネルの近接する所定の前記ビ
ームと略平行に延在し、前記２つの近接するビームが固定部材によって接合されるように
、形成されていることを特徴とする請求項２０に記載の生け簀。
【請求項２２】
　前記固定部材は、所定の前記パネルが前記生け簀から取り外され得るように、取り外し
可能であることを特徴とする請求項２１に記載の生け簀。
【請求項２３】
　前記生け簀は、実質的に球状であることを特徴とする請求項１９に記載の生け簀。
【請求項２４】
　前記生け簀は、ジェオデシック構造であることを特徴とする請求項２３に記載の生け簀
。
【請求項２５】
　前記パネルは、前記ジェオデシック構造を作る、１以上の三角形状のパネルを備えるこ
とを特徴とする請求項２４に記載の生け簀。
【請求項２６】
　前記ビームの少なくともいくつかに支持された浮揚部材をさらに備えることを特徴とす
る請求項１９に記載の生け簀。
【請求項２７】
　前記浮揚部材は、前記生け簀に実質的な中立浮力を提供していることを特徴とする請求
項２６に記載の生け簀。
【請求項２８】
　前記浮揚部材は膨張可能な浮揚部材を備え、該浮揚部材は、前記生け簀が前記膨張可能
な部材の選択的な膨張によって選択された位置に回転され得るように、大きさを定められ
るとともに配置されていることを特徴とする請求項２６に記載の生け簀。
【請求項２９】
　少なくとも第１の生け簀及び第２の生け簀又は収穫装置であって、前記生け簀は、支持
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構造体と、該支持構造体に取り付けられるとともに、魚の収容のための収容容積を形成す
る網と、選択的に開閉することができる、網に設けられたアパーチャと、を備える、少な
くとも第１の生け簀及び第２の生け簀又は収穫装置と、
　魚の移動用通路であって、前記生け簀の水面下の前記アパーチャに接続されるように構
成され、前記生け簀間若しくは所定の生け簀と所定の収穫装置との間の魚自身の移動の下
で、魚を移動するための水面下の魚の移動通路を提供する、魚の移動用通路と、
　魚が、前記第１の生け簀から前記第２の生け簀へ、又は前記第１の生け簀から前記収穫
装置の中へ、魚の移動通路を泳ぐことによって移動するようにさせるために使用可能な第
１の生け簀の容積を減少させる構造と、
を備える養殖漁業のための生け簀及び魚の移動装置。
【請求項３０】
　前記魚が使用可能な第１の生け簀の容積を減少させる構造は、前記第１の生け簀の内部
を積極的に充填する拡張可能な部材を備えることを特徴とする、請求項２９に記載の生け
簀及び魚の移動装置。
【請求項３１】
　前記拡張可能な部材は、水若しくはガス、又はガスと水との組み合わせで充填すること
ができる風船要素を備えていることを特徴とする請求項３０に記載の生け簀及び魚の移動
装置。
【請求項３２】
　前記風船要素は、該風船が膨張させられ、よって魚が使用可能な水の容積を減少させた
ときに、前記生け簀の内部を通じて移動する網に接続されていることを特徴とする請求項
３１に記載の方法。
【請求項３３】
　前記アパーチャは、前記生け簀の取り外し可能な網パネルを置換する所定のパネルに配
置されていることを特徴とする請求項２９に記載の生け簀及び魚の移動装置。
【請求項３４】
　養殖漁業における生け簀間又は生け簀と収穫装置との間で魚を移動する方法であって、
該方法は、
　魚の移動通路を、前記生け簀若しくは前記収穫装置の水面下のアパーチャに接続し、前
記生け簀間の、若しくは所定の生け簀から前記収穫装置の中への魚自身の移動の下で、魚
を移動するための水面下の魚の移動通路を提供するステップと、
　魚が、前記生け簀から他の前記生け簀へ、又は前記収穫装置の中へ、魚の移動通路を泳
ぐことによって移動するようにさせるために、使用可能な生け簀の水の容積を減少させる
ステップと、
を備えることを特徴とする方法。
【請求項３５】
　前記第１の生け簀の使用可能な水の容積を減少させるステップは、前記第１の生け簀を
部分的に水面上へ積極的に上昇させるステップを備えることを特徴とする請求項３４に記
載の方法。
【請求項３６】
　前記第１の生け簀は、前記第１の生け簀の部分内の浮揚チャンバに含まれるガスの量を
積極的に増加することによって、水面上に上昇させられることを特徴とする請求項３５に
記載の方法。
【請求項３７】
　前記第１の生け簀の使用可能な水の容積を減少させるステップは、拡張可能な部材によ
って占められている前記第１の生け簀内の容積を拡張するステップを備えることを特徴と
する請求項３４に記載の方法。
【請求項３８】
　前記拡張可能な部材は、ガス若しくは水、又はガスと水との組み合わせで充填される風
船要素であることを特徴とする請求項３７に記載の方法。
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【請求項３９】
　前記風船要素は、該風船が膨張させられ、よって魚が使用可能な水の容積を減少させた
ときに、前記生け簀の内部を通じて移動する網に接続されていることを特徴とする請求項
３８に記載の方法。
【請求項４０】
　略球状の支持構造体と、該支持構造体に取り付けられるとともに、魚を収容するための
略球状の収容容積を形成する網と、前記支持構造体の周りの複数の場所に配置された膨張
可能な要素と、を備え、
　前記膨張可能な要素は、前記膨張可能な要素のうちの選択された膨張可能な要素の膨張
が、前記生け簀を選択された方向に回転させる効果を有するように、大きさを定められる
とともに、配置されていることを特徴とする、養殖漁業のための生け簀。
【請求項４１】
　膨張用の空気を、前記膨張可能な要素のうちの選択された膨張可能な要素へ供給するた
めの空気ラインをさらに備えることを特徴とする請求項４０に記載の生け簀。
【請求項４２】
　前記支持構造体は複数の相互接続されたビームを備え、前記膨張可能な要素は実質的に
前記ビームの内部に含まれていることを特徴とする請求項４０に記載の生け簀。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、魚の海洋養殖漁業のための生け簀に関する。
【背景技術】
【０００２】
　魚の海洋養殖漁業は、魚を収容し、捕食生物による接近を阻む生け簀を使用している。
通常の生け簀は、浮揚構造体（例えば、円形状のプラスティックの環）によって表面に吊
るされた網を備えている。網の壁部は、水面から通常６～２０メータの深さまで垂直に延
在し、次いで生け簀の底部を横断している。
【０００３】
　３０年以上にわたって、生け簀の大きさは増加してきた。初期の生け簀は周囲が４０メ
ータ（又は１５メータ角）であった。今日では、標準的な生け簀は周囲が１００メータで
あって、６０００～２００００立方メータの容積を有している。単一の養殖漁業の漁場の
操業ではこれら円形状の生け簀を３０個有することができる。
【０００４】
　これら生け簀において使用される網は巨大である。乾燥状態での網の重量は数トンであ
り、育成サイクルの終わりには、藻及びむらさきいがいのような海洋性有機物のために２
０トン以上になる場合がある。修理および維持のためのこれらの巨大な網の取り扱いは、
魚の養殖魚者にとって輸送的及び経済的な大きな問題となっている。取り扱うにはあまり
にも嵩張り重いので、網は、海底で終端することが多い生け簀から分断される必要があり
、新たに放流が生じる場合には、網は修復される必要がある。
【０００５】
　吊り下げられた網は、潮流、撓み、及び膨らみによる変形を受けやすい。これは、アザ
ラシのような捕食生物が魚を捕食するために押し入り、網を破ってしまうポケット内で起
こる場合がある。したがって、これらの生け簀は捕食生物用網、すなわち囲い網を完全に
包囲する２次的な粗い網を必要とする。捕食生物用網は通常、浮揚する円形状の襟状部の
外側から吊り下げられ、囲い網は襟状部の内側から吊り下げられ、捕食生物と囲い網との
間を１メータ離隔するようにしている。これは通常、捕食生物が囲い網の中に進入しない
ようにするためには十分であると信じられている。
【０００６】
　第３の網が現在の技術の中に組み込まれる必要がある。すなわち、鳥用の網が生け簀の
表面上に吊り下げられ、捕食生物である鳥、例えば、みさご、鷲、鷺、及びかもめ等が生



(6) JP 2008-518604 A 2008.6.5

10

20

30

40

50

け簀に近づくのを防止している。
【０００７】
　吊り下げられた網のシステムは、通常岸の近傍に配置され、岸の近傍では海の条件（例
えば波や風）はそれほど厳しくなく、アクセスは容易である。しかし、沖合の場所は利点
を有することで知られている。水深が大きく、よって、魚が通常より深い場所へ移動して
波の動きから受ける損傷を回避する、嵐の状況中に生け簀が浸漬されることを可能とする
。水質は通常、より良く、陸地からの汚染は少ない。生け簀は美的な面を大幅にけずられ
ることによって政治的な反発を受けることは少ない。生け簀を通じる大幅な水の環流によ
って廃棄物は希釈される。水温はより安定している。病気にかかる危険は、養殖場間の距
離を離すことによって軽減される。
【０００８】
　沖合の場所はこのような既知の利点を有するが、この技術分野は、様々なアイデアが発
展してきたにもかかわらず、沖合型生け簀に対する実践的な設計をいまだに見つけていな
い。
【０００９】
　Ｗｉｌｌｉｎｓｋｙによる特許文献１は、ハブ及び相互接続する支柱から形成された幾
何学的な球状の形状の沖合型生け簀を示している。２つの半球状の網が、網を多くの点（
第４欄第３行～第１８行）で取り付けることによって、球の内部に取り付けられている。
球は海面下に降下することができ、球の中に組み込まれた軸と浮揚要素とを使用すること
によって海面で回転することができる。
【００１０】
　Ｚｅｍａｃｈによる特許文献２は、重ねられた網が金属性骨格を覆う、金属性骨格を提
案している。
【００１１】
　Ｂｏｎｅｓによる特許文献３は、沖合オイルプラットホームの浸漬された支持柱状体に
沿って上昇及び下降されるように設計された魚かごを示している。生け簀は、射出成型さ
れ、汚染防止ペンキで塗布されたファイバーグラス強化型格子パネルに支持されている。
格子パネルは剛性を有する、通常は六角形状の構造体中に支持されている。任意に付加で
きる網を、魚が格子パネルによって囲まれるには小さすぎる場合に、設けることができる
。
【００１２】
　（Ｏｃｅａｎ　Ｓｐａｒ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓの有する）Ｌｏｖｅｒｉｃｈによ
る特許文献４は、中心の垂直な円材と周囲リングとを有し、周囲リングの周りに円材の２
つの端部まで引き伸ばされた網を有する浸水型生け簀を開示している。同様の構造は様々
な場所で使用され、３０００立方メータの大きさの生け簀が建造されている。この例はＮ
ｅｔ　ＳｙｓｔｅｍのＳｕｂｍｅｒｓｉｂｌｅ　Ｓｅａ　Ｓｔａｔｉｏｎに見られる。
【００１３】
　ロシアの企業であるＳａｄｃｏは、網が吊り下げられる浸水型の金属性生け簀を提案し
た。
【００１４】
　Ｂｙｋｓによる特許文献５は、略球状の（しかしジェオデシック構造ではない）生け簀
を開示しており、この生け簀はその中心を貫通して延びるとともに、生け簀がその周りに
回転する軸を形成する柱状部を有している。網（“地引網”）は、生け簀が形成された後
に、ポリエチレンの支柱にその一部分の形で取り付けられている。網の部分は取り外し可
能であるが、取り外し可能であるのは網の個々の部片であり、支柱は網の部片とともに取
り外すことはできない。
【００１５】
　沖合型生け簀への別の解法は、生け簀の表面の設計を強化することであった。例えば、
Ｄｕｎｌｏｐ　Ｔｅｍｐｅｓｔの生け簀は、網の重量を支持する、高圧においてガスで充
填された、柔軟性を有する、ゴムで処理された浮揚する襟部を使用している。この生け簀
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はアイルランドで鮭のために使用されており、実質的な嵐の中でも存続した。Ｎｅｔ　Ｓ
ｙｓｔｅｍによるＯｃｅａｎ　Ｓｐａｒの生け簀は、網の重量を支持する、張力をかけら
れた垂直な鋼の円材を使用している。Ｆａｒｍｏｃｅａｎは、網の重量を支持する、亜鉛
引きされた鋼製の上部構造を提案している。
【００１６】
　生け簀の設計における別の問題は、生け簀間の魚の移動、又は生け簀からの魚の収穫で
ある。従来の解法は労役が占める割合が高く、動物にとってストレスが強い。引き網を使
用して魚を生け簀の１方の側へ集め、次いでフィッシュポンプ又は絞り網を使用して魚を
移動する。魚を捕獲するために多くの引き網のセットが必要とされることが多く、この操
業は荒れた天候の中では行うことができない。魚は集められることによってストレスを受
け、網、及びフィッシュポンプによって物理的に傷つけられることも多い。傷つくことに
よって最終的に死亡し、又は収穫量の減少が生じる。
【特許文献１】米国特許第５２５１５７１号明細書
【特許文献２】米国特許第５４１２９０３号明細書
【特許文献３】米国特許第５６２８２７９号明細書
【特許文献４】米国特許第７６１７８１３号明細書
【特許文献５】国際公開第２００４／０７３３９６号パンフレット
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　第１の観点において、本発明は魚の養殖のための生け簀であって、この生け簀は支持構
造体と、この支持構造体に取り付けられ、収容される魚のための収容容積を形成する網と
を備え、前記網は複数の取り外し可能な網パネルを備え、前記それぞれの取り外し可能な
網パネルは、その周辺に沿って一以上の実質的に剛性を有する部材に取り付けられた可撓
性を有する網の個別の部片を備えていることを特徴とするとともに、取り外し可能な網パ
ネルは、可撓性を有する網の部分が実質的に剛性を有する部材に取り付けられたままで、
生け簀から取り外せるように構成されている生け簀を特徴としている。
【００１８】
　本発明のこの観点の好ましい実施は、以下の一以上を組み入れることができる。網パネ
ルは、生け簀の大部分のための支持構造体を提供することができる。網パネルは多角形状
とすることができる。実質的に剛性を有する部材は構造ビームを備え、網パネルは少なく
とも３つのビームを備え、これら３つのビームはそれらの端部を接合されて多角形状の形
状を形成している。接続している網パネルは、接続しているビームをともに固定すること
によって取り付けることができる。パネルは、１つのパネルのビームが、接続している所
定のパネルの所定のビームに略並行にかつ隣り合って延びるように形成され、２つの隣り
合うビームは固定部材によって取り付けることができる。固定部材は取り外すことができ
、パネルを生け簀から取り外すことを可能としている。生け簀は略球形とすることができ
る。生け簀はジェオデシック構造とすることができる。パネルはジェオデシック構造を作
る１以上の三角形状のパネルを備えることができる。可撓性を有する網の個別の部片は、
通常１以上の実質的に剛性を有する部材によって形成された面内において引っ張り力をか
けられていても良い。さらに、生け簀は、少なくともビームのいくつかの上に支持された
浮揚部材を備えることができる。浮揚部材は、実質的な中立浮力を生け簀に提供するよう
に大きさを決められた、固定された浮揚部材を備えることができる。浮揚部材は膨張可能
な浮揚部材を備え、この膨張可能な浮揚部材は、生け簀を、膨張可能な部材の選択的な膨
張によって、選択された位置に回転するのを可能とするように大きさを決められ、かつ配
置されている。
【００１９】
　第２の観点では、本発明は魚の養殖のための生け簀であって、支持構造体と、この支持
構造体に取り付けられ、収容されている魚のための収容容積を形成している網とを備え、
支持構造体は複数の取り外し可能なパネルを備え、取り外し可能なパネルは多数の支持構
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造体を形成していることを特徴としている。
【００２０】
　本発明のこの観点の好ましい実施は、以下の１以上を組み込んでいる。取り外し可能な
パネルは、接続されているパネルに取り付けられたときに、支持構造体のほとんどの構造
的一体性を提供することができる。取り外し可能なパネルは、多角形状とすることができ
る。取り外し可能なパネルは少なくとも３つのビームを備え、これら３つのビームはその
端部で接合され、多角形状の形状を形成している。接続されている網パネルは、接続して
いるビームをともに固定することによって取り付けることができる。パネルは、１つのパ
ネルのビームが、接続している所定のパネルの所定のビームに略並行にかつ隣り合って延
びるように形成され、２つの隣り合うビームは固定部材によって取り付けることができる
。固定部材は、取り外すことができ、パネルを生け簀から取り外すことを可能としている
。生け簀は略球形とすることができる。生け簀はジェオデシック構造とすることができる
。パネルはジェオデシック構造を作る１以上の三角形状のパネルを備えることができる。
さらに、生け簀は、少なくともビームのいくつかの上に支持された浮揚部材を備えること
ができる。浮揚部材は、実質的な中立浮力を生け簀に提供するように大きさを決められた
、固定された浮揚部材を備えることができる。浮揚部材は膨張可能な浮揚部材を備え、こ
の膨張可能な浮揚部材は、生け簀を、膨張可能な部材の選択的な膨張によって選択された
位置に回転するのを可能とするように、大きさを決められ、かつ配置されている。
【００２１】
　第３の観点において、本発明は、魚の養殖のための生け簀と魚の移動装置であって、こ
の装置は第１の生け簀と第２の生け簀又は収穫装置とであって、それぞれの生け簀が支持
構造体と、この支持構造体に取り付けられ、収容された魚のための収容容積を形成する網
と、選択的に開閉可能な網内の水面下のアパーチャとを備え、魚の移動通路が生け簀の水
面下のアパーチャに接続されるように構成され、生け簀間又は生け簀と収穫装置との間の
魚自身の移動の下で魚を移動させるための水面下の魚の移動通路を提供する、第１の生け
簀と第２の生け簀又は収穫装置と；第１の生け簀の容積を減少させるための構造体であっ
て、魚に使用可能であり、魚が第１の生け簀から第２の生け簀へ、又は第１の生け簀から
収穫装置の中へ、魚の移動通路を通して泳ぐことによって移動するようにさせる構造体と
；を備えていることを特徴としている。
【００２２】
　本発明のこの観点の好ましい実施は、以下の一以上を組み込むことができる。魚に使用
できる第１の生け簀の容積を減少させるための構造体は、第１の生け簀の内部を積極的に
充填する膨張可能部材を備える。膨張可能部材は、水又はガス、若しくはガスと水との組
み合わせで充填することができる風船要素を備えることができる。風船要素は、風船が膨
張されたときに生け簀の内部を通じて移動する網に接続することができ、よって魚に使用
できる水の容積を減少させる。アパーチャは、生け簀の取り外し可能な網パネルを置換す
るパネルの中に配置することができる。
【００２３】
　第４の観点において、本発明は、魚の養殖における生け簀間、又は生け簀と収穫装置と
の間で魚を移動する方法であって、この方法は、魚の移動通路を生け簀若しくは収穫装置
の海面下のアパーチャに接続し、生け簀間又は生け簀から収穫装置の中への魚自身の移動
の下で魚を移動させるための海面下の魚の移動通路を提供するステップと、生け簀の中の
使用可能な水の容積を減少させ、魚の移動通路を通じて魚が泳ぐことによって、生け簀か
ら別の生け簀、又は収穫装置へ魚を移動させるステップとを備えている。
【００２４】
　本発明のこの観点の好ましい実施は、以下の１以上を組み込むことができる。第１の生
け簀の中の使用可能な水の容積を減少させるステップは、第１の生け簀を部分的に水面上
に積極的に上昇させるステップを備える。第１の生け簀は、第１の生け簀の部分内の浮揚
チャンバに含まれるガスの量を積極的に増すことによって水面上に上昇させることができ
る。第１の生け簀の中の使用できる水の容積を減少させるステップは、膨張可能な部材に
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よって占有されている第１の生け簀内の容積を拡張させるステップを備える。膨張可能な
部材は風船要素とすることができ、この風船要素はガス又は水、若しくはガスと水との組
合せとすることができる。風船要素は、風船が膨張させられたとき、生け簀の内部を通じ
て移動する網に接続することができ、よって魚が使用可能な水の容積を減少させる。
【００２５】
　第５の観点において、本発明は魚の養殖のための生け簀を特徴とし、この生け簀は、略
球形状の支持構造体、この支持構造体に取り付けられ、包囲されている魚のための略球形
状の包囲容積を形成する網、及び支持構造体の周りの複数の場所に配置された膨張要素を
備え、浮揚要素は、膨張可能な要素の内の選択された要素の膨張が、生け簀を選択された
方向に回転する効果を有するように、大きさを決められ、配置されている。
【００２６】
　本発明のこの観点の好ましい実施は、以下の１以上を組み込むことができる。生け簀は
、膨張可能な要素の内の選択された要素に膨張用の空気を供給するための空気ラインをさ
らに備えることができる。支持構造体は、相互に接続された複数のビームを備え、膨張要
素は、ビームの内部に収容することができる。
【００２７】
　本発明の多くの利点（このうちのいくつかは、本発明の様々な特徴及び実施においての
み達成することができる）の中には、包囲網が管理可能な大きさの部分に分割され、よっ
て、通常の保守計画の中で、個々の部分が検査され、取り外され、置き換えられ又は修理
されることができるということが含まれている。包囲網は十分にきつく引っ張られて、捕
食生物用の網を必要の無いようにしているとともに、生け簀に魚が多く入っている場合に
は生け簀が引かれるのを可能としている。また、網パネルは、水面上にある場合には鳥用
の網として作用するので、分離した鳥用の網は必要が無い。パネル及び網の多くの個別の
部片が同一であるので、生け簀を構成するのに必要とされる部品はほとんど無い。結果的
な生け簀は、特にパネルがジェオデシックな球面を形成している場合には、その重量に対
する十分な強さを有している。部品を工場において予備形成し養殖施設の現場で組み立て
ることができるので、生け簀は比較的廉価に製造することができる。海で組み立て及び分
解することが可能である。異なる大きさの生け簀を同じ基本部品から製造することができ
る。生け簀は、アクセスし、検査し、保守し、修理し又は置換するために、異なるパネル
を表面に持ってくるように回転することができる。パネル又はパネルのグループは、取り
外されるパネル又はパネルのグループを水面上に持ってくることができるので、魚を逃が
してしまうことなく取り外すことができる。魚は、自身の移動の下で生け簀間を移動させ
ることができるので、魚にストレスを与えることが少ない。生け簀は、波によってかけら
れる力に関わらず、その形状及び容積を維持する。本発明の他の特徴及び利点は、詳細な
説明、図面、及び特許請求の範囲から理解できるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　本発明の可能な実施態様は非常に多く、ここで記載するには多すぎる。現在好ましい可
能な実施態様のいくつかが後述されている。これらは本発明の実施態様の説明であって、
本発明の説明で無いと強調することはできないが、本発明は、ここで記載される詳細な実
施態様に限られず、特許請求の範囲のより広い範囲に記載されている。
【００２９】
　図１は、複数の別々の網パネル２を有する魚の生け簀１を示しており、ともに固定され
たときには直径約３０メータの略回転楕円体ジェオデシック構造を形成している。生け簀
は形状及び大きさを変えることができ、ジェオデシック構造である必要は無い。図２は１
つの網パネル２の拡大図であり、３つの側部ビーム３及び網４を結合することによって形
成されている。図１および２に示す３０メータの生け簀には、８０枚の個別で独特な網パ
ネルがある。より大きな生け簀を同じパネル使用して、例えば、１８０、３２０、又は７
２０までのパネルを有する生け簀を組み立てることができる。
【００３０】
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　現在好ましい実施態様においては、図２Ａに示すように、側部ビーム３は鋳型成型され
た又は押し出し成型された高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）プラスティック又はＨＤＰＥ
とポリスチレンとを混合したプラスティックから作られ、網４は、複数のステープルを使
用して側部ビームに固定された、ビニールをコーティングされた、電気溶接された鋼ワイ
ヤの網である。３０フィートの直径の生け簀（８０枚のパネルを有する２つずつの繰り返
しの正２０面体）に対しては、ビーム３は１．５インチＸ６インチの長方形の断面を有し
、ねじ又は他の機械的な固定具で角部を固定されている。同じ材料からなる三角形状のコ
ーナーガセット（例えばそれぞれの側部において１．５インチＸ１４インチ）は、所定の
場所にねじ止めすることができ、パネルの角部を補強する。鋼ワイヤの網は、魚の包囲材
及び捕食生物の遮蔽材として作用し、側部ビームの横方向の変形に対する抵抗を提供する
ことによって構造的な役割を果たす。
【００３１】
　網パネルの別の実施態様の構造は、図３により詳細に示されている。それぞれの側部ビ
ーム３は、生け簀の望ましい寸法によって適正な角度に形成された、押し出し成形された
部材から形成されている。側部ビーム３は、押し出し成形されたプラスティック又はアル
ミニウムから作ることができ、又は、例えば、個々の材料の部片（例えば、溶接された鋼
）を溶接すること、又はその他の接着を行うことによって成形することができる。ビーム
は結合部で溶接（例えば、ＨＤＰＥ又は金属は容易に溶接することができる）、又は別の
固定技術を使用することによって、結合することができる。固定された発泡浮揚材６は、
パネルに中立浮力を与えるために十分な量で、ビーム３に内的に付加することができる。
Ｈｙｐａｌｏｎ（登録商標）のような構造用プラスティックから作られた膨張可能な浮揚
チューブ５もまた、ビーム３に内的に付加することができる。
【００３２】
　図４は、図３の網パネルに取り付けられた２つの近接した網パネルを示している。第１
の近接した網パネルのビーム３ａは、中央網パネルのビーム３ｂのうちの１つに固定され
る。第２の近接した網パネルのビーム３ｃは、別のビーム３ｂに固定される。ボルト７又
は別のタイプの固定具が、近接したビーム３ａ、３ｂ、３ｃを取り付けるために使用され
ている。網の部片４は、生け簀１の中に収容される魚の大きさに従った網の大きさに変え
ることができ、それぞれのビームのスロット１０内に固定された金属又はプラスティック
のストリップ９によってビーム３ｂに固定されている。多くの別の技術を網の終焉を固定
するために使用することができる。図４はパネルの２つのビームの一部分のみを示してい
る。通常は、パネルのすべてのビーム（例えば三角形状のパネルに対する３つすべて）は
、接続パネル及び網の部片４に、示されているのと同様の方法で取り付けられている。
【００３３】
　図４は、ビーム３ｂ及び３ｃに対する代替的な突出部品の詳細を示しており、そこには
フランジ８が設けられ、ビームを強化するとともに、フランジの下のボルト７のクランプ
作用によって、ビーム３ｂおよび３ｃの内部結合部を閉じるように有利に力を加えている
。また、付加的なフランジ８は、ストックの９０度の角度の突起から２面角を達成するた
めに使用することができる。
【００３４】
　図５Ａは、ビーム３のうちの１つの断面を示している。固定された発泡浮揚部材６、膨
張可能な浮揚チューブ５、及び膨張可能な浮揚チューブ５へ浮揚ガス（例えば空気）を供
給するための空気圧力ライン１１は、突出ビーム３の中に内的に設置される。これら３つ
の部材のがすべて必要なわけではなく、それぞれを他の部材無しに設けることができる。
押し出し成形されたビームは、その長さに沿って区分けされ（図示されず）、浮揚部材６
、浮揚チューブ５、及びライン１１は、生け簀が浸漬されたときには水で囲まれている。
【００３５】
　空気ライン１１が設けられる場合、この空気ラインは膨張可能な浮揚チューブ５にバル
ブを介して接続され（図示されず）、空気接続をクイックコネクト式エアカップリング（
図示されず）で網パネル間に作ることができる。たとえ浮揚チューブ５及び空気ライン１
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１が使用される場合でも、それらがすべてのパネルに使用される必要は無い。網パネル２
のいくつかは、図５Ｂに示すように、固定された浮揚部材６のみを有する側部ビームを有
することができる。また、いくつかのパネルが、固定された浮揚部材も、膨張可能な浮揚
部材も持たない場合もある。
　
【００３６】
　網パネル２の側部ビーム３の別の実施態様が図５Ｃに示されている。この場合、側部ビ
ームは分離した浮揚部材を有さず、構造のために使用される材料に固有の浮揚性に依存し
ている。ビームに使用される材料によって、分離した浮揚部材を設けることは必要ではな
いか、又は望ましくなく、又は、浮揚性はパネルの外部の部材（図示されず）によって、
若しくは網パネルに置き換えられる特殊な浮揚パネル（図示されず）によって提供するこ
とができる。
【００３７】
　また、図５Ｃは網４の部片を網パネル２の側部ビーム３に固定するための代替技術を示
している。この場合、網４は、網４の周縁の周りのボルトロープ１４に縫いこまれ、ボル
トロープ１４は、ビーム３の正接部分の長さ全体に亘って続く鍵形のスロット１３に通さ
れている。
【００３８】
　図５Ｄは、鍵形のスロット１３がビーム３の端部中に形成された側部ビーム３を示す斜
視図である。ビーム３の孔３１は、２つの隣接する網パネル（例えば図５Ｈにより詳細に
示すように）を接続するために貫通固定具を受け入れる。取っ手３２は、人が生け簀で働
くときにビーム３を強固に掴むのを可能にするように設けられている。
【００３９】
　図５Ｅは、ビーム３がともに固定された後のように配置されたビームを有する、図５Ｄ
に示すタイプの２つのビーム３を示している。
【００４０】
　図５Ｇは、図５Ｄのビーム３の正面図であり、隣接する網パネルを合わせるように、ビ
ーム３に沿って離間している接続孔３１と取っ手３２とを示している。
【００４１】
　図５Ｆは、多くの可能な網の取り付け技術の１つを示す斜視図である。網４は網パネル
の側部ビーム３の上に引き伸ばされ、柔軟なプラスティック又はゴム製のストリップ３３
は、網を維持するために鍵スロット１３の中に押し込まれている。この技術の利点は、（
図５Ｅに示されるように）パネル２がともに固定されたときに、網を維持するストリップ
を取り外すことができないということである。
【００４２】
　網パネルをともに固定するための１つの技術が図５Ｈに示されている。金属製のＵ時形
状の保持具４１は、付き合わされたビーム３の外部フランジの上に滑合され、保持具４１
の孔４４はビームそれぞれの孔３１に合致している。金属製（例えばステンレスレス鋼）
のピン４２は孔４４及び３１を貫通して挿入される。ばねクリップ４３は回転してピン４
２を所定の場所に固定する。
【００４３】
　生け簀１は、構成に使用される材料（例えばビーム３のための高密度ポリエチレン（Ｈ
ＤＰＥ））による、及び／又は固定された発泡性浮揚部材６による浮力を有して、好まし
くは中立浮揚している。膨張可能な浮揚チューブ５は、空気ライン１１を通じて空気を供
給する始動バルブによって個々に膨張させることができ、特定の浮揚チューブ又はチュー
ブのグループが膨張するときに、生け簀は回転して、選択された網パネル又は網パネルの
グループを水面に（又は、生け簀全体が浸漬された場合には生け簀の最上部に）持ってく
る。どの浮揚チューブ５が膨張させられるかによって、網生け簀１を方向付けることがで
き、概していずれの網パネル２を選択的に水面に（又は、生け簀が完全に浸漬されている
場合には、最上位置に）動かすことができる。別の技術もまた生け簀を回転させるのに使
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用することができる。
【００４４】
　いずれかの所定の網パネル２を水面に（又は、最上方向に）回転させることができる利
点は、生け簀の操作者がすべての網パネルを、水面下に潜る必要なしに、表面から検査し
、取り外し、置き換え、洗浄し、及び維持することができるということである。また、周
期的に生け簀の異なる部分を水の上に持ってくることは、海性有機物からの網の汚れの量
を軽減する。
【００４５】
　生け簀は、水面下に完全に浸漬し、若しくは部分的に浸漬して操作することができる。
生け簀が膨張可能な浮揚チューブ５を有して準備された場合には、浮揚チューブは、浸漬
された位置から部分的に浸漬された位置へ生け簀を上昇させ、及び下降させるのを補助す
るように使用することができる。図６は、１つの網生け簀１を係留する１つの選択肢を示
している。係留ライン１５は、網パネル２のいくつかの結合部又はハブ１６に取り付ける
ことができ、負荷力を広い領域に亘って分散させることができる。図１に示す８０の網パ
ネルがある実施態様には４２のハブ１６があり、これらハブ１６のいずれをも係留に使用
することができる。網生け簀が回転された場合には、係留ラインは、網パネル２が最上位
に持って来るのに適切なハブ１６に再配置される。また、図６は、束にされた中央コード
（ｂｕｎｄｌｅｄ　ｕｍｂｉｌｉｃａｌ　ｃｏｒｄ）１７を示し、このコード１７を通じ
て、供給材、圧縮空気及び（例えば、カメラ又はセンサのための）電気のケーブルが網生
け簀１へ流れている。中央コードは、網生け簀から表面のブイ１８へつながっている。表
面のブイ１８又は同様の装置は、電気ケーブル、圧縮空気、及び網生け簀１のための供給
材を供給する。図６Ａは、部分的にのみ浸漬された網生け簀の表面で係留する同じ１つの
点を示している。また、１つの点で係留する技術は、１つの網生け簀が別の容器によって
引かれている場合に使用することもできる。
【００４６】
　多くの状況において複数の網生け簀が近接した場所に設置されるであろうことが予想さ
れる。この場合、図６に示した１つの点での係留は通常図７に示すような係留構造に置き
換えられ、そこでは固定され浸漬されたグリッド２１がアンカー６０、係留ブロック６１
、及びアンカーライン２０によって張力をがけられた状態で保持されている。生け簀は係
留ライン２２によってグリッドに取り付けられている。網生け簀は通常４つの係留ライン
２２によってグリッド２１に取り付けられている。状況が許せば、２つの対向する係留ラ
イン２２を落下させることができ、網生け簀は残りの２つの係留ライン２２によって形成
された軸上を回転する。生け簀は、係留ラインのどの対を取り付けられたままにするかを
選択することによって多くの方向に回転することができる。このように、作業者は通常ど
の網パネルでも表面に持ってくることができる。
【００４７】
　また、生け簀は係留無しの自由漂流システムとして操作されることができ、又は駆動さ
れた容器に取り付けられた半漂流システムとして操作されることもできる。
【００４８】
　魚の養殖は、生け簀間の移動のための魚の周期的な操縦、大きさの分布のための等級付
け、計数、及び収穫を必要とする。現在行われるこれら作業は、通常、動物にはストレス
がかかり、怪我を生じ、成長が損なわれる。図に示す生け簀は、モジュール状の外部構造
のために、網生け簀間の、又は収穫ポンプの中への最小のストレスを有する、魚の移動を
助ける。図８Ａは、網４がパネル２３の中に設けられている代わりに、２つの網生け簀間
、又は単一の編み生け簀と収穫ポンプとの間の移動リンクを形成するように変形された単
一のパネル２３を示し、実質的に剛性を有する材料が設けられ、パネルから外側に延在す
る襟部２４を支持している。襟部２４への内部には、門装置２５、例えば虹彩絞りがあり
、魚の通過を制御している。図８ａにおいては、虹彩絞り２５は閉じられている。門装置
２５は海面において操作者によって空気作用で制御されている。移動チューブ２６の一方
の端部は襟部２４に取り付けられ、移動チューブ２６の他方の端部は第２の生け簀の同様



(13) JP 2008-518604 A 2008.6.5

10

20

30

40

50

の襟部、若しくは魚の収穫ポンプに取り付けられている。魚が１つの生け簀から別の生け
簀へ魚自身の移動の下で移動される移動工程順が、図８Ａ～８Ｆに図示されている。図８
Ｂにおいて、１つの生け簀の一以上のパネル２７は実装された膨張可能な移動風船２８を
収容するように変形されており、この風船２８は、海面において操作者によって空気又は
水で充填されることができる。図８Ｂにおいて、収縮された風船２８はチューブ３０から
吊り下げられた網生け簀の中におろされ、チューブ３０は空気及び水のためのラインを含
んでいる。風船を含む生け簀１は、上の段落に記載されたように、第２の生け簀１ａに移
動チューブ２６を介して取り付けられている。魚を移動する場合には、操作者は、図８Ｃ
に示すように、両方の網生け簀の門２５を開ける。風船２８はゆっくりと空気５０、水５
１、又は空気と水との組み合わせで膨張される。空気による移動風船２８の上部の充填は
、風船２８が充填されるにつれて風船２８を上昇させる。風船２８は、風船２８が充填さ
れるにつれて風船を安定させる周縁の柔軟な錘リング２９に嵌合させることができる。風
船２８がゆっくりと膨張させられるにつれて、網生け簀１中の使用可能な泳ぐための容積
は減少する。魚は自然とより混んでいない場所へと移動し、図８Ｄに示すように、移動チ
ューブ２６を通じて網生け簀１ａの中へ泳ぐ。（図示しない）移動チューブ中の等級分け
パネルは、小さい魚は網生け簀１ａへ通過させ、大きな魚は網生け簀１に維持する。同様
に、移動チューブは魚の計数及び生態数評価装置を含むことができる。代替的に、風船は
網に接続され、風船が膨張させられるにつれて網が生け簀の内部を通じて移動し、魚の移
動を促進する。
【００４９】
　移動工程が終わると、又は適正な数の魚が移動されるか、又は収穫されると、操作者は
、図８Ｅに示されるように、両方の網生け簀の門２５を閉じることができる。次いで、移
動チューブ２６が取り外され、風船２８は収縮されるとともにパネルのグループ２７の中
に引き込まれる。次いで、パネルのグループ２７は供給と再実装のために取り外される。
【００５０】
　代替的な移動の工程順が図８Ｆ～８Ｉに示されており、そこでは、生け簀１ａは上述の
移動リンクを有する生け簀１に取り付けられている。操作者は両方の生け簀の門２５を開
け、次いで浮力を追加することによって生け簀１を表面まで上昇させる。生け簀１が水か
ら外へ上昇するに連れて、魚は移動リンクを通じて生け簀１ａの中へ泳ぐ。
【００５１】
　記載された、生け簀がモジュール状であることの本質によって、個々の網パネルは多く
の機能を果たすことができ、機能が変化するにつれて取り外され置き換えられることがで
きる。個々のパネル又はパネルのグループは、アクセス、供給、収穫、係留、浮揚、及び
網生け簀の底部からの塊の収集のために変型することができる。例えば、図９は死んだ魚
および糞を生け簀の底部から収集するための収集装置を示している。パネル２９のグルー
プは、底部において変型され、有機廃棄物を収集チューブ３８の中に注いでいる。位置３
９において、圧縮空気がチューブ３８の中に圧入され、持ち上げが生じ、網生け簀の底部
において収集された有機塊を表面に運ぶ真空効果を引き出している。
【００５２】
　図に示した実施態様においては、網パネルが合接するハブ結合部は強固に嵌合し、摩擦
によって消耗してしまう場合がある。図１０は可能な管状部材７０を示し、管状部材７０
はハブ結合部の孔７１を貫通して設けることができる。フランジ７２は適切に寸法を決め
られた歯を有するように歯をつけられて生け簀の内部に締結され、フランジ７３と部材７
０とがねじを緩められ、取り外されるのを可能としている。露出した管の端部は、網生け
簀１の中の魚を保護するように面取りされ、滑らかにされる。
【００５３】
　図１０Ａは図１０のハブ結合部の構成の代替案を示している。外部フランジ７４は内部
フランジ７２と大きさ及び形状において同様であり、結合部の外に取り付けられている。
ボルト７６は内部フランジ７２から、孔７１を貫通し、外部フランジ７４の孔を貫通して
、係留結合が作られた、ねじを切られたアイフィッティング７８まで延在している。
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【００５４】
　上述された実施態様以外の本発明の多くの他の実施態様が本発明の中に含まれ、特許請
求の範囲によって規定される。例えば、可能性のいくつかが以下に略説される。
【００５５】
　記載された実施態様においては、取り外し可能なパネルが、生け簀の支持構造体を提供
する構造パネルとして、また魚を収容するための網を提供する網パネルとして働き、取り
外し可能なパネルはこれら機能の一方又は他方のみを提供する。例えば、網パネルは構造
的ではなく、基礎をなす構造枠組みに取り付けられ、例えば、ハブに接合された支柱から
なる従来の方法で形成されたジェオデシック構造とすることができる。代替的に、取り外
し可能なパネルは生け簀の構造を提供することができるが、囲い網は生け簀の構造を提供
することはできない、構造体から吊り下げられる従来の網とすることができる。
【００５６】
　生け簀の表面全体が取り外し可能な網パネルで覆われる、若しくは生け簀の構造が取り
外し可能な構造パネルによって完全に提供されることは必要ではない。例えば、生け簀の
一以上の部分は、従来の構造を使用することができ、そこでは構造要素及び／又は網は取
り外し可能なパネルに分割されず、生け簀の残りの部分のみが取り外し可能なパネルの特
徴を採用している。
【００５７】
　生け簀は多くの形状及び多くの構造形態を有することができる。例えば、生け簀はジェ
オデシック構造である必要は無く、球状である必要も無い。
【００５８】
　網は図に示した方法でパネルに取り付けられる必要は無い。別の多くの取り付け技術が
可能である。また、網の１つの部片が一以上のパネルを横切って延在することもできる。
【００５９】
　網の部片がその周縁に沿って一以上の実質的に剛性を有する部材に取り付けられ、これ
ら部材によって形成された平面に亘って張力をかけられている本発明の網の張力の特徴は
、本発明の取り外し可能なパネルの特徴、又は他の特徴を使用せずに実行することができ
る。
【００６０】
　魚が泳ぐのに使用できる容積の減少によって、１つの生け簀から別の生け簀への魚自身
の移動の下で移動するようにされた本発明の魚の移動の特徴は、本発明の取り外し可能な
パネルの特徴、又は他の特徴を使用せずに実行することができる。
【００６１】
　球状の生け簀が、生け簀の選択された部分が表面に持ってこられる方向に回転される本
発明の選択的な浮揚は、本発明の取り外し可能なパネルの特徴、又は他の特徴を使用せず
に実行することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明の位置の可能な実施態様の斜視図である。
【図２】１つのパネルを明瞭化のために拡大した、図１の実施態様の斜視図である。
【図２Ａ】２つのパネルの２つの当接する側部ブームを通る断面図である。
【図３】パネルの構造の断面斜視図である。
【図４】１つのパネルと接続されるパネルとの取り付けを示す断面斜視図である。
【図５Ａ】別の可能なパネルビームの断面図である。
【図５Ｂ】別の可能なパネルビームの断面図である。
【図５Ｃ】別の可能なパネルビームの断面図である。
【図５Ｄ】可能なパネルビームの斜視図である。
【図５Ｅ】可能なパネルビームの斜視図である。
【図５Ｆ】網をパネルビームに取り付ける方法を示す斜視図である。
【図５Ｇ】パネルビームに沿った固定穴と手掛りとを示す正面図である。
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【図５Ｈ】２つの接合されるパネルビームを固定する１つの可能な方法を示す正面図であ
る。
【図６】浸漬された生け簀の表面における斜視図である。
【図６Ａ】浸漬された生け簀の表面における斜視図である。
【図７】係留グリッドに固定された４つの生け簀の斜視図である。
【図８Ａ】生け簀とともに使用することができる魚の移動装置の斜視図である。
【図８Ｂ】図８Ａの移動装置を使用した魚の移動操作を図示した図である。
【図８Ｃ】図８Ａの移動装置を使用した魚の移動操作を図示した図である。
【図８Ｄ】図８Ａの移動装置を使用した魚の移動操作を図示した図である。
【図８Ｅ】図８Ａの移動装置を使用した魚の移動操作を図示した図である。
【図８Ｆ】図８Ａの移動装置を使用した魚の移動操作を図示した図である。
【図８Ｇ】図８Ａの移動装置を使用した魚の移動操作を図示した図である。
【図８Ｈ】図８Ａの移動装置を使用した魚の移動操作を図示した図である。
【図８Ｉ】図８Ａの移動装置を使用した魚の移動操作を図示した図である。
【図９】生け簀の底から有機物の塊を収集し取り除くために構成された生け簀の斜視図で
ある。
【図１０】５つのパネル間の結合部と、結合部の近辺の魚を防護するための結合部におけ
る球状部材の設置との斜視図である。
【図１０Ａ】図１０の結合構造の代替案の斜視図である。
【符号の説明】
【００６３】
１・・・生け簀
２・・・網パネル
３・・・構造用ビーム
４・・・網
５・・・浮揚チューブ
６・・・浮揚部材
１１、３０・・・空気ライン
１５・・・係留ライン
２６・・・移動用通路
２８・・・風船要素
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【図５Ａ】 【図５Ｂ】

【図５Ｃ】

【図５Ｄ】

【図５Ｅ】

【図５Ｆ】
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【図５Ｇ】

【図５Ｈ】

【図６】

【図６Ａ】

【図７】

【図８Ａ】
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【図８Ｂ】

【図８Ｃ】

【図８Ｄ】

【図８Ｅ】

【図８Ｆ】

【図８Ｇ】

【図８Ｈ】
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【図８Ｉ】

【図９】

【図１０】

【図１０Ａ】
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【手続補正書】
【提出日】平成19年7月26日(2007.7.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】　
【請求項１】
　支持構造体、及び該支持構造体に取り付けられるとともに、魚の収容のための収容容積
を形成する網を備え、
　該網は、複数の取り外し可能な網パネルを備え、
　それぞれの前記網パネルは、柔軟な網の個別の部片を備え、該部片は、その周囲に沿っ
て１以上の実質的に剛性を有する部材に取り付けられ、
　前記取り外し可能な網パネルは、前記柔軟な網の部片が前記実質的に剛性を有する部材
に取り付けられたままで、前記生け簀から取り外し可能であることを特徴とする、養殖漁
業のための生け簀。
【請求項２】
　前記網パネルは、前記生け簀の大部分に対する前記支持構造体を提供していることを特
徴とする請求項１に記載の生け簀。
【請求項３】
　前記網パネルは、多角形状の形状であることを特徴とする請求項２に記載の生け簀。
【請求項４】
　前記実質的に剛性を有する部材は構造用ビームを備え、前記網パネルは、端部で接合さ
れて多角形状の形状を形成する、少なくとも３つの前記ビームを備えていることを特徴と
する請求項３に記載の生け簀。
【請求項５】
　隣接する前記パネルは、隣接する前記ビームをともに固定することによって取り付けら
れることを特徴とする請求項４に記載の生け簀。
【請求項６】
　前記パネルは、１つの前記パネルの所定のビームが、隣接する所定のパネルの隣接する
所定のビームに略平行に延在し、これら２つの隣接するビームが固定部材によって取り付
けられるように形成されていることを特徴とする請求項５に記載の生け簀。
【請求項７】
　前記固定部材は、所定の前記パネルが生け簀から取り外しできるように、取り外し可能
であることを特徴とする請求項６に記載の生け簀。
【請求項８】
　前記生け簀は、実質的に球状であることを特徴とする請求項３に記載の生け簀。
【請求項９】
　前記生け簀は、ジェオデシック構造であることを特徴とする請求項８に記載の生け簀。
【請求項１０】
　前記パネルは、前記ジェオデシック構造を作る、１以上の三角形状のパネルを備えるこ
とを特徴とする請求項９に記載の生け簀。
【請求項１１】
　前記柔軟な網の個別の部片は、実質的に、１以上の前記実質的に剛性を有する部材によ
って形成される面内において張力をかけられていることを特徴とする請求項１に記載の生
け簀。
【請求項１２】
　前記柔軟な網の個別の部片は、実質的に、１以上の前記実質的に剛性を有する部材によ
って形成される面内において張力をかけられていることを特徴とする請求項３に記載の生
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