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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】砂の多い海底に設置した生け簀が、アワビを養
殖している期間中、海底の砂に埋まらない、海底設置型
生け簀の提供。
【解決手段】複数個の魚礁ブロック１２と、魚礁ブロッ
ク１２を下方から支持する魚礁ブロック支持体１４と、
魚礁ブロック１２を上方から被覆する上部ネット１６と
を備え、魚礁ブロック支持体１４は、魚礁ブロック１２
を下方から支持する下部ネット２０と、下部ネット２０
の周囲を引っ張った状態で支持する支持フレームとから
なり、上部ネット１６及び下部ネット２０は網材からな
り、上部ネット１６と下部ネット２０によって魚礁ブロ
ック１２を囲む空間が形成され、下部ネット２０は海底
２２から間隔をおいて設けられている。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数個の魚礁ブロックと、該魚礁ブロックを下方から支持する魚礁ブロック支持体と、
該魚礁ブロックを上方から被覆する上部ネットとを備え、該魚礁ブロック支持体は、該魚
礁ブロックを下方から支持する下部ネットと、該下部ネットの周囲を引っ張った状態で支
持する支持フレームとからなり、該上部ネット及び該下部ネットは網材からなり、該上部
ネットと該下部ネットによって該魚礁ブロック囲む空間が形成され、該下部ネットは海底
から間隔をおいて設けられていることを特徴とするアワビ類育成用海底設置型網生け簀。
【請求項２】
　前記下部ネットの中央部は該下部ネットの略中央部を貫通する中央アンカーに支えられ
ていることを特徴とする請求項１に記載のアワビ類育成用海底設置型網生け簀。
【請求項３】
　海面下５～２０ｍに設置されていることを特徴とする請求項１に記載のアワビ類育成用
海底設置型網生け簀。
【請求項４】
　海面下１２～２０ｍに設置されていることを特徴とする請求項１に記載のアワビ類育成
用海底設置型網生け簀。
【請求項５】
　前記上部ネットを形成している網材の目合いが４ｃｍ～６ｃｍであることを特徴とする
請求項１に記載のアワビ類育成用海底設置型網生け簀。
【請求項６】
　前記下部ネットが対角線位置にあるロープによって補強されていることを特徴とする請
求項１に記載のアワビ類育成用海底設置型網生け簀。
【請求項７】
　前記下部ネットが中間層と、該中間層の表面側に積層された表面層と、該中間層の裏面
側に積層された裏面層とからなり、該中間層の網材の目合いは１．５ｃｍ～２ｃｍであり
、該表面層と該裏面層の目合いは該中間層の目合いより大きいことを特徴とする請求項１
に記載のアワビ類育成用海底設置型網生け簀。
【請求項８】
　前記上部ネットに開口部が設けられ、該開口部に扉が設けられていることを特徴とする
請求項１に記載のアワビ類育成用海底設置型網生け簀。
【請求項９】
　海底に打ち込まれたアンカーにロープを用いて係留されていることを特徴とする請求項
１に記載のアワビ類育成用海底設置型網生け簀。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、砂の多い海底に長期間に亘って設置しても砂に埋まり難いアワビ類育成用海
底設置型網生け簀に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　アイゴ、ウニ、小型巻貝などに食害、生活排水や土砂の流入、海流の変化など、様々な
理由によって、海底に生えている海藻が減少又は消失し、そのまま回復しないで、海底が
砂漠化し、いわゆる磯焼け状態になることがある。海底がこのような状態になると、海中
から魚介類が減少するかいなくなり、魚介類が獲れなくなる。そして、このような海底を
抱えている地域社会の経済状況は著しく悪化してしまう。
【０００３】
　現在、このような状態になった海底は日本の各地にあり、このような海底を抱えている
地域社会の経済状況は著しく悪化しており、その回復が強く求められている。
【０００４】



(3) JP 2017-176082 A 2017.10.5

10

20

30

40

50

　このような状態になった海底を抱える地域社会の経済を回復させるためには、このよう
な海底を活用して、できるだけ多くの利益を生ませる必要がある。海底を活用して、でき
るだけ多くの利益を生ませる方法としては、一例としてアワビの養殖がある。アワビは高
値で売れて、養殖者に大きな経済的利益が得られるからである。
【０００５】
　しかし、このような海底にはアワビの餌となる褐藻類が殆ど生えていないので、養殖ア
ワビに餌を与えなければならないが、アワビの稚貝を放流しただけだと、アワビの稚貝が
隠れる場所を求めて周囲に逃散してしまい、餌を与えることができない。
【０００６】
　また、このような海底にアワビの稚貝をそのまま放流したとすると、アワビの稚貝は隠
れる場所が無く、天敵（タコ、ヒトデ、フグ、ベラ、カニ、伊勢海老）に食べられてしま
い、成長したアワビの収獲は期待できない。
【０００７】
　アワビの稚貝の逃散を防ぎ、且つアワビの稚貝を天敵から守るために、ケージの中にア
ワビの稚貝を魚礁ブロックとともに入れ、このケージを海底に沈めてアワビを養殖するこ
とが考えられる。
【０００８】
　しかし、このようなケージを海底に沈めてアワビを養殖しようとすると、アワビの養殖
期間が長期間に及ぶので、アワビの養殖中に、海底の砂が潮流や波で移動してきたり、海
中の漂砂が少しずつ沈積して、ケージ及び該魚礁ブロックがこれらの砂に埋まり、アワビ
の養殖が途中で継続できなくなるおそれがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００４－３０５０４２
【特許文献２】特開２０１４－１５０７７０
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】蒲原聡、服部克也、岡村康弘、三宅佳亮、荒川順平著　「平成１７年度
　水産試験場業務報告　１ 海面増養殖技術試験（栽培漁業グループ） (5)アラメ藻場再
生緊急技術開発試験」愛知県水産試験場　平成１８年
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明が解決しようとする課題は、磯焼け状態になった海底が漁業に利用されていない
点、砂の多い海底に設置した生け簀で魚介類を養殖した場合、養殖中に生け簀が砂に埋ま
ってしまい、養殖ができなくなる点、海底が一旦磯焼け状態になると、自然の力だけでは
藻場がなかなか回復しない点である。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明に係るアワビ類育成用海底設置型網生け簀は、複数個の魚礁ブロックと、該魚礁
ブロックを下方から支持する魚礁ブロック支持体と、該魚礁ブロックを上方から被覆する
上部ネットとを備え、該魚礁ブロック支持体は、該魚礁ブロックを下方から支持する下部
ネットと、該下部ネットの周囲を引っ張った状態で支持する支持フレームとからなり、該
上部ネット及び該下部ネットは網材からなり、該上部ネットと該下部ネットによって該魚
礁ブロック囲む空間が形成され、該下部ネットは海底から間隔をおいて設けられているこ
とを最も主要な特徴とする。
【００１３】
　ここで、該下部ネットの中央部は該下部ネットの略中央部を貫通する中央アンカーによ
って支えられ、該下部ネットと海底との間に間隔が形成されている。該支持フレームとし
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ては、例えば４本のパイプを井桁状に矩形に組み、交差部を結束バンドやロープで固定し
たものを使用することができるが、しっかりした矩形のフレームであれば、これ以外の方
法によって形成した支持フレームを用いても良い。
【００１４】
　また、生け簀は、海面下５～２０ｍとすることが好ましい。アワビの生息域は、クロア
ワビは海面下２～６ｍ、メガイアワビは海面下４～１５ｍ、マダカアワビは海面下１０～
３０ｍと言われており、養殖対象種と生け簀の設置との選択がなされうる。一方、海面下
１２ｍより深い場所であれば、台風などで生ずる激しい波浪や潮流の影響が生け簀に及び
難く、台風などで生ずる激しい波浪や潮流によって生け簀が移動又は破壊され難いからで
ある。しかし、５～１２ｍでは、外洋に面していない水域で、アンカー強度を高めた設置
が可能である。生け簀の設置深さは、漁業者が普通に潜水できる深さまでが好ましく、下
限の深さは海面下１６ｍ、高々２０ｍである。
【００１５】
　また、該上部ネットを形成している網材の目合いは４ｃｍ～６ｃｍが好ましい。目合い
が４ｃｍ未満では、海水中の汚れや付着生物による該上部ネットの目詰まりが生じ、目合
いが６ｃｍを越えるとアワビが逃散するおそれがあるが、目合いが４ｃｍ～６ｃｍの範囲
であれば、該上部ネット外の海水が該上部ネットを通して該上部ネット内に容易に流れ込
み、該上部ネット内の海水がたえず新鮮な海水に交換され、アワビの生育環境が良好に保
たれるからである。
【００１６】
　また、該下部ネットは、中間層と、該中間層の表面側に積層された表面層と、該中間層
の裏面側に積層された裏面層とからなり、該中間層の網材の目合いは１．５ｃｍ～２ｃｍ
であり、該表面層と該裏面層の目合いは中間層の目合いより大きくしてある。中間層の網
材の目合いを１．５ｃｍ～２ｃｍとしたのは、該下部ネットの引っ張り強度をできるだけ
高め、該下部ネットを支持フレームに強く張り、重い魚礁ブロックを支持することができ
るようにし、且つ砂の通り抜けを可能とするためである。
【００１７】
　また、該上部ネットには開口部が設けられ、該開口部には扉が設けられており、漁業者
が扉を開けて生け簀内のアワビを収獲することができるようになっている。
【００１８】
　また、生け簀の周囲の海底には４本のアンカーが打ち込まれて、生け簀の支持フレーム
がこれらのアンカーにロープを介して係留され、生け簀が波浪や潮流などで移動しないよ
うになっている。
【発明の効果】
【００１９】
　請求項１記載のアワビ類育成用海底設置型網生け簀は、該下部ネット及び該上部ネット
が網材からなるので、海底の砂や海中の漂砂が該下部ネット及び該上部ネットをすり抜け
て移動又は降下し、下部ネットが海底から間隔をおいて設けられているので、すり抜けた
砂や降下した砂で下部ネットが埋まらない。従って、生け簀を設置してから長期間が経過
しても、海底を移動する砂や海中の漂砂によって生け簀が埋もれることがなく、生け簀を
長期間に亘って海底に設置しておくことができるという利点がある。
【００２０】
　また、請求項１記載のアワビ類育成用海底設置型網生け簀は、該下部ネット及び該上部
ネットが網材からなり、海中の潮流が該下部ネット及び該上部ネットをすり抜けて流れて
行くので、台風などで生ずる激しい波浪や潮流があっても生け簀は波浪や潮流によって押
され難く、移動し難いという利点がある。
【００２１】
　また、請求項１記載のアワビ類育成用海底設置型網生け簀は、該下部ネットの上方に該
魚礁ブロックを被覆する該上部ネットを備え、該下部ネットと該上部ネットによって該魚
礁ブロックを囲む空間が形成され、該魚礁ブロックの隙間や魚礁裏面等で生活している養
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殖アワビが天敵から守られるので、養殖アワビの生存率が生け簀の外にいる天敵により悪
化しないという利点がある。
【００２２】
　また、請求項１記載のアワビ類育成用海底設置型網生け簀は、該下部ネットの上方に該
魚礁ブロックを被覆する該上部ネットを備え、該下部ネットと該上部ネットによって該魚
礁ブロックを囲む空間が形成され、該魚礁ブロックに着床して生育した褐藻類の幼体が藻
食性魚類から保護されるので、成長した褐藻類がアワビの餌として利用され、養殖アワビ
への給餌作業を減らすことができるという利点がある。
【００２３】
　また、請求項１記載のアワビ類育成用海底設置型網生け簀は、該下部ネットの上方に該
魚礁ブロックを被覆する該上部ネットを備え、該下部ネットと該上部ネットによって該魚
礁ブロックを囲む空間が形成され、該魚礁ブロックに着床した褐藻類の幼体が藻食性魚類
から保護されるので、該魚礁ブロックが拠点になって藻場が回復されるという利点がある
。
【００２４】
　また、請求項２記載のアワビ類育成用海底設置型網生け簀は、該下部ネットの中央部が
中央アンカーによって支えられているので、該魚礁ブロックの重みで垂れ下がろうとする
該下部ネットの中央部と海底との間に間隔を設けることができるという利点がある。
【００２５】
　また、請求項３記載のアワビ類育成用海底設置型網生け簀は、台風などで生ずる激しい
波浪や潮流の影響が及び難い、海面下１２ｍより深い場所に設置されていて、台風などで
生ずる激しい波浪や潮流の影響が生け簀に及び難いので、台風などで生ずる激しい波浪や
潮流によって生け簀が移動又は破壊され難いという利点がある。
【００２６】
　また、請求項４記載のアワビ類育成用海底設置型網生け簀は、該上部ネットを形成して
いる網材の目合いが４ｃｍ～６ｃｍで、海水中の汚れや付着生物による該上部ネットの目
詰まりが生じ難いので、該上部ネット外の海水が該上部ネットを通り抜けて該上部ネット
内に容易に流れ込み、該上部ネット内の海水がたえず新鮮な海水に交換され、従って、ア
ワビの生育環境が良好に保たれるという利点がある。
【００２７】
　また、請求項５記載のアワビ類育成用海底設置型網生け簀は、前記下部ネットが対角線
位置にあるロープによって補強されているので、該下部ネット上の該魚礁ブロックを該下
部ネットでより強固に支えることができるという利点がある。
【００２８】
　また、請求項６記載のアワビ類育成用海底設置型網生け簀は、３枚の樹脂ネットにより
該下部ネットが形成され、該下部ネットの引っ張り強度が高められているので、該下部ネ
ットを強く引っ張って該支持フレームに張ることにより、該下部ネット上の該魚礁ブロッ
クを該下部ネットで強固に支えることができるという利点がある。
【００２９】
　また、請求項７記載のアワビ類育成用海底設置型網生け簀は、該上部ネットに開口部が
設けられ、開口部に扉が設けられているので、漁業者が扉を開けて開口部から生け簀内に
入り、アワビの稚貝を容易に放流し、生け簀内のアワビを容易に収獲することができると
いう利点がある。
【００３０】
　また、請求項８記載のアワビ類育成用海底設置型網生け簀は、支持フレームがアンカー
に係留されているので、生け簀が台風などで生ずる激しい波浪や潮流によって煽られても
、設置場所から他の場所に移動しないという利点がある。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】図１は本発明に係るアワビ類育成用海底設置型網生け簀の一例を示す斜視図であ
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る。
【図２】図２は本発明に係るアワビ類育成用海底設置型網生け簀の魚礁ブロック支持体に
支持されている複数個の魚礁ブロックの配置状態を示す説明図である。
【図３】図３は本発明に係るアワビ類育成用海底設置型網生け簀の魚礁ブロック支持体の
説明図である。
【図４】図４は海底に設置された状態の本発明に係るアワビ類育成用海底設置型網生け簀
と海底との関係を示す説明図である。
【図５】図５は本発明に係るアワビ類育成用海底設置型網生け簀の他の例を示す斜視図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　磯焼け状態になった砂質の海底に設置したアワビ類育成用海底設置型網生け簀内でアワ
ビを養殖して該海底をアワビ養殖に利用するという目的を、網生け簀を海底から間隔をお
いて設置するという簡単な構成で、海底を移動する砂や海中の漂砂で該生け簀が埋まるこ
とがないように実現した。
【実施例１】
【００３３】
　図１は本発明に係るアワビ類育成用海底設置型網生け簀の一例を示す斜視図、図２は本
発明に係るアワビ類育成用海底設置型網生け簀の魚礁ブロック支持体に支持されている複
数個の魚礁ブロックの配置状態を示す説明図、図３は本発明に係るアワビ類育成用海底設
置型網生け簀の魚礁ブロック支持体の説明図、図４は海底に設置された状態の本発明に係
るアワビ類育成用海底設置型網生け簀と海底との関係を示す説明図である。
【００３４】
　本発明に係るアワビ類育成用海底設置型網生け簀の一例である生け簀１０は、図１に示
すように、複数個の魚礁ブロック１２と、魚礁ブロック１２を下方から支持する魚礁ブロ
ック支持体１４と、複数個の魚礁ブロック１２を上方から被覆する上部ネット１６とから
なる。魚礁ブロック支持体１４と上部ネット１６とによって魚礁ブロック１２を囲む空間
が形成されている。
【００３５】
　ここで、魚礁ブロック１２は、下側（裏面側）にアワビが棲息できるような隙間が形成
される形状のものが好ましく、例えば断面Ｈ状、断面コ字状又は断面Ｌ字状、不規則形状
など、種々の形状のものを使用することができる。魚礁ブロック１２は魚礁ブロック支持
体１４の上に、図２に示すように、複数個が表裏を互い違いにし、所定間隔をおいて載置
されている。隣り合う魚礁ブロック１２はロープ等（図示せず）により相互に連結されて
、台風等の嵐で生け簀が攪乱されても、魚礁ブロック１２が一カ所に集まらないようにな
っている。
【００３６】
　魚礁ブロック支持体１４は、図３に示すように、支持フレーム１８と、支持フレーム１
８に引っ張った状態で張られた下部ネット２０とからなる。支持フレーム１８は、長さ５
ｍで、太さが８．５ｃｍφのパイプ４本からなる。４本のパイプは井桁状に組まれ、交差
している部分は連結金具ないし結束バンドで固定されている。
【００３７】
　下部ネット２０の中央部には貫通穴２４が形成され、下部ネット２０の対角線の位置に
は補強ロープ２６が取り付けられている。下部ネット２０は、中間層と、該中間層の表面
側に積層された表面層と、該中間層の裏面側に積層された裏面層とを積層一体化させたも
のからなる。中間層、表面層及び裏面層は網材からなり、中間層の網材の目合いは１．５
ｃｍ、表面層の目合いは５ｃｍ、裏面層の目合いは５ｃｍである。
【００３８】
　上部ネット１６は網材からなり、上部ネット１６を形成している網材の目合いは５ｃｍ
である。この例の上部ネット１６は箱状に形成され、箱状に形成された上部ネット１６の
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上面と側面は一体的に形成されている。上部ネット１６の上面の対角線の位置には補強ロ
ープ２８が取り付けられている。上部ネット１６の上面には開口部（図示せず）が形成さ
れ、該開口部には扉（図示せず）が取り付けられている。
【００３９】
　支持フレーム１８の四隅の各連結部の近傍には隅アンカー３０が海底に各々打ち込まれ
ている。隅アンカー３０は、長さ３ｍで、太さが８．５ｃｍφのパイプ４本からなり、海
底に２ｍ打ち込まれ、海底から１ｍが上に出ている。
【００４０】
　下部ネット２０の中央部の貫通穴２４を貫通する状態で中央アンカー３２が海底に打ち
込まれている。中央アンカー３２は、長さ４ｍで、太さが８．５ｃｍφのパイプからなり
、海底に２ｍ打ち込まれ、海底から２ｍが上に出ている。下部ネット２０の中央部は貫通
穴２４を貫通する中央アンカー３２によって、図４に示すように支えられ、海底２２から
間隔が形成されるようになっている。
【００４１】
　下部ネット２０の補強ロープ２６の一方の端部は中央アンカー３２に連結され、補強ロ
ープ２６の他方の端部は隅アンカー３０に連結されている。また、上部ネット１６の補強
ロープ２８の一方の端部は中央アンカー３２に連結され、補強ロープ２８の他方の端部は
隅アンカー３０に連結されている。
【００４２】
　なお、上部ネット１６は、図１に示すような平板な直方体の形状のものに限らず、図５
に示すような、平板な直方体の上部に四角錐からなるテント状（笠状）の形状のものを載
せた形状のものでもよい。このような形状の上部ネットを使用した場合、漁業者が生け簀
１０の中に入って作業する場合、作業がし易いという利点がある。また、支持フレーム１
８及びアンカー３０，３２の材料としては、合成樹脂又は金属を用いることができる。合
成樹脂を用いる場合は強度が高いものが好ましく、金属を用いる場合はステンレスのよう
な耐食性のあるものが好ましい。また、ステンレスアンカー杭には腐食防止用電池メタル
を付けることがなお好ましい。
【００４３】
　次に、以上説明したアワビ類育成用海底設置型網生け簀の設置の仕方とこの網生け簀の
使い方について説明する。
【００４４】
　生け簀の設置：　支持フレーム１８に下部ネット２０を取り付けた魚礁ブロック支持体
１４をあらかじめ陸上で作成しておく。ここで、下部ネット２０の対角線の位置には４本
の補強ロープ２６をあらかじめ一体的に取り付け、下部ネット２０の中央部には貫通穴２
４をあらかじめ形成しておく。
【００４５】
　次に、生け簀を設置したい場所の海上まで魚礁ブロック支持体１４を船で運び、魚礁ブ
ロック支持体１４を海中に降ろして、海底２２に魚礁ブロック支持体１４を敷設する。魚
礁ブロック支持体１４の下部ネット２０の中央部の貫通穴２４に中央アンカー３２を貫通
させて海底２２に打ち込む。魚礁ブロック支持体１４の下部ネット２０の上に魚礁ブロッ
ク１２を置く。隣り合う魚礁ブロック１２をロープ又は結束バンド（図示せず）で相互に
連結する。
【００４６】
　次に、魚礁ブロック支持体１４の支持フレーム１８の四隅の近くの海底２２に隅アンカ
ー３０を各々打ち込む。下部ネット２０に取り付けられた４本の補強ロープ２６について
、各一方の端部を中央アンカー３２にしっかり結び付け、各他方の端部を隅アンカー３０
にしっかり結び付ける。
【００４７】
　次に、船から上部ネット１６を海中に降ろし、上部ネット１６を魚礁ブロック支持体１
４の上に載せ、魚礁ブロック支持体１４の支持フレーム１８に上部ネット１６の下縁を連
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結する。上部ネット１６に取り付けられた４本の補強ロープ２８について、各一方の端部
を中央アンカー３２にしっかり結び付け、各他方の端部を隅アンカー３０にしっかり結び
付ける。
【００４８】
　中央アンカー３２にはロープ（図示せず）を介して浮球（図示せず）を取り付けておく
。浮球は海上を漂い、生け簀の位置を知らせる。
【００４９】
　稚貝アワビの放流：　稚貝アワビを放流する漁業者は船で生け簀の場所まで行く。生け
簀の場所は浮球を目印とする。生け簀の場所まで行った漁業者は放流する稚貝アワビを持
って海中に潜る。潜った漁業者は生け簀の出入口の扉を開け、出入口から生け簀内に入り
、魚礁ブロック１２の上から稚貝アワビを放流する。稚貝アワビを放流した漁業者は、生
け簀の出入口から外に出て、生け簀の出入口の扉を閉め、浮上して船上に戻る。
【００５０】
　アワビへの給餌：　アワビに給餌する漁業者は船で生け簀の場所まで行く。生け簀の場
所は浮球を目印とする。浮球が取り付けられているロープを船の上に引き上げ、ロープに
バケツを取り付けておく。アワビの餌として準備した褐藻類をミキサーで海水とともに破
砕し、得られた褐藻類のスラリー（褐藻類の破砕片と海水とからなる液状の混合物）をバ
ケツに入れる。スラリーを入れたバケツをロープとともに海中に降ろし、海中に降ろした
バケツを生け簀の上でひっくり返す。バケツの中のスラリーは生け簀に向かって自重でゆ
っくり降下し、生け簀の上部ネットをすり抜けて生け簀の内部に入り、魚礁ブロック１２
の上に落ちる。魚礁ブロック１２の上に落ちたスラリー、すなわち褐藻類の破砕片は魚礁
ブロック１２の隙間に棲息しているアワビの稚貝が食べる。
【００５１】
　アワビの収獲：　アワビを収獲する漁業者は船で生け簀の場所まで行く。生け簀の場所
は浮球を目印とする。生け簀の場所まで行った漁業者は収獲用のネット袋を持って海中に
潜る。潜った漁業者は生け簀の出入口の扉を開け、出入口から生け簀内に入り、魚礁ブロ
ック１２の上から魚礁ブロック１２をひっくり返し、魚礁ブロック１２の裏側に貼り付い
ているアワビを剥がし取る。アワビを収獲した漁業者は、生け簀の出入口から外に出て、
生け簀の出入口の扉を閉め、浮上して船上に戻る。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
　本発明は、海底で生活するアワビ以外の魚介類、例えばエビ、かに、ホタテ等の養殖に
も適用できる。
【符号の説明】
【００５３】
１０　生け簀
１２　魚礁ブロック
１４　魚礁ブロック支持体
１６　上部ネット
１８　支持フレーム
２０　下部ネット
２２　海底
２４　貫通穴
２６　補強ロープ
２８　補強ロープ
３０　隅アンカー
３２　中央アンカー
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