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(57)【要約】
【課題】夾雑物の混入がなく、品質の高い昆布の乾燥を
可能とすると共に、乾燥作業が容易な昆布干し台を提供
する。
【解決手段】矩形の枠体２の内側開口部に網体３を張設
した網付き枠体４と、網付き枠体４の端部の４隅部に、
下方に垂設し、高さ調節自在に夫々脚部５を設けた昆布
干し台１を提供する。前記網付き枠体４は、例えば、２
．５ｍ×２．５ｍの大きさに形成される。網体３は縦５
ｃｍ、横５ｃｍ程度の網目を有している。脚部５は、上
部脚部６と、上部脚部６の下部を摺動自在に挿入させる
下部脚部７とから構成され、上部脚部６に、上下方向に
離間する複数の孔８が水平方向に向かって開穿され、下
部脚部７に、それらの孔８と対応する１つの孔９が水平
方向に向かって開穿され、ボルト１０で固定することに
より、脚部５の高さを調整できるように構成されている
。前記網体３と枠体２とは一体に形成され、合成樹脂で
形成されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　枠体の内側開口部に網体を張設した網付き枠体と、前記網付き枠体の端部に、下方に垂
設し、高さ調節自在に設けた複数の脚部とを備えたことを特徴とする昆布干し台。
【請求項２】
　前記網体は合成樹脂で形成されていることを特徴とする請求項１記載の昆布干し台。
【請求項３】
　前記網体は縦３～７ｃｍ、横３～７ｃｍの網目を有していることを特徴とする請求項１
又は２記載の昆布干し台。
【請求項４】
　前記網体と前記枠体とは一体に形成されていることを特徴とする請求項１乃至３のうち
いずれか一に記載の昆布干し台。
【請求項５】
　前記網体と前記枠体とは別個に形成され、前記網体は前記枠体に形成された載置部上に
載置され、紐で固定されていることを特徴とする請求項１乃至３のうちいずれか一に記載
の昆布干し台。
【請求項６】
　前記網体は線材又は紐体で保持されて補強されていることを特徴とする請求項１乃至５
のうちいずれか一に記載の昆布干し台。
【請求項７】
　前記網体は中心部を脚部で保持されて補強されていることを特徴とする請求項１乃至６
のうちいずれか一に記載の昆布干し台。
【請求項８】
　交差する複数の格子部により略全面に網目が形成された天板と、前記格子部の各交差部
下面から所定長さ垂設される複数の脚部とを備え、前記天板と前記脚部とは一体に形成さ
れていることを特徴とする昆布干し台。
【請求項９】
　交差する複数の格子部により略全面に網目が形成された天板と、前記格子部の所定長さ
の下面から所定長さ垂設される複数の脚部と、前記天板の隅部外側部で交差する２つの格
子部の夫々所定長さの下面から一体で断面視折曲状に所定長さ垂設される複数の隅部脚部
とを備え、前記天板と前記脚部と前記隅部脚部とは一体に形成されていることを特徴とす
る昆布干し台。
【請求項１０】
　前記天板の側壁面に他の天板と連結するための連結部材を設けたことを特徴とする請求
項８又は９記載の昆布干し台。
【請求項１１】
　請求項１乃至７のうちいずれかに記載の昆布干し台の使用方法であって、前記昆布干し
台を所定の場所に設置する工程と、
　前記昆布干し台を設置する場所に合わせて、前記網付き枠体の上面が同一高さになるよ
うに、或いは、昆布を干し易いように、前記昆布干し台の脚部の高さを調節する工程と、
　前記昆布干し台を複数台設置する場合は、前記昆布干し台を設置する場所に合わせて、
各昆布干し台の前記網付き枠体の上面が同一高さになるように、或いは、昆布を干し易い
ように、前記昆布干し台の脚部の高さを調節する工程と、
　前記網付き枠体の上面に昆布を並べる工程とを実行することを特徴とする昆布干し台の
使用方法。
【請求項１２】
　前記昆布干し台上で、昆布を一定の長さに切りそろえる工程、及び／又は、昆布を昆布
製品規格に則り選別する工程を実行することを特徴とする請求項１１記載の昆布干し台の
使用方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、夾雑物の混入がなく、品質の高い昆布の乾燥を可能とした昆布干し台及びそ
の使用方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の一般的な昆布の作業工程は次のように行われる。
　（１）６月～１０月頃、漁船に乗り昆布を採取する。
　（２）昆布を干場と呼ばれる砕石を敷き詰めた場所で天日乾燥させる。基本的には天日
乾燥が主体であるが、天候の悪い日には、室内で乾燥機により温風を送り乾燥させる。
　尚、昆布は昭和３０年代まで砂の上に干し、乾燥させていたが、砂の付着が余りにひど
いので、現在の砕石に変更された。
　（３）「砂引き」作業を行なう。昆布は干されてから数時間経つと昆布に粘りが出て、
砕石やその他の夾雑物を付着する性質がある。「砂引き」作業とは、昆布に粘りが出てき
たら昆布を一本ずつ引張り、元の場所から移動させ夾雑物を付着させないようにする作業
である。
　（４）昆布を一定の長さに切りそろえ昆布倉庫に保管する。
　（５）昆布の水分を均一にするため、昆布倉庫で一定期間保管する。
　（６）昆布製品規格に則り選別する。
　（７）昆布を再度干場で乾燥させる。
　（８）結束機で昆布を結束する。
　（９）格付けを受ける。
　（１０）出荷する。
【０００３】
　前記の砕石を敷き詰めた場所での天日乾燥に於いては、次のような問題点がある。
　（１）直接地面に干しているので、食品衛生上好ましくない。例えば、小動物の糞、尿
、及び色々なゴミが昆布に付着する。
　（２）昆布加工メーカーより毎年夾雑物のクレームがある。その中でも砕石の混入によ
る苦情が最も多い。尚、砕石の混入を防ぐためＸ線装置を導入したり、夾雑物の除去設備
を導入するとコスト高となる。又、砕石が混入されたまま加工されると、裁断機の刃が欠
けるなどの事故が起こる虞がある。刃の破片や砕石が昆布加工品に混入した場合、製品を
廃棄するなど多大な損害を被る。
　（３）夏の気温が高い日には、砕石が熱くなり昆布を変色させ品質低下を招く。変色し
た昆布は等級が下がり、価格も安くなる。
　（４）砕石の上に直接干しているので、風通しが悪く昆布が蒸れ、品質低下を招く。又
、風通しが悪いため、昆布の乾燥時間も長くなる。
【０００４】
　砕石が混入するのは、主として次のような理由によるものである。
　（１）昆布は乾燥する過程で砕石等を付着させる性質がある。「砂引き」の作業を行っ
ても、昆布を直接地面に干す場合は、夾雑物を付着させる可能性が高くなる。
　（２）昆布に砕石が付着しない場合でも、昆布を干場から回収する時に、砕石が昆布と
一緒に回収され、混入する。
　（３）夾雑物が付着していないか生産者がチェックするが、チェック漏れが多い。
【０００５】
　此種技術の先行文献としては、例えば、特許文献１がある。特許文献１は、スタンド２
台を所定間隔離間して平行に配置し、２台のスタンド間に複数のパイプを掛け渡し取り付
けて物干し台枠組みを構成し、複数のパイプの上に金網を広げて載置し、金網上に魚等を
干すように構成されたものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００６】
【特許文献１】特開２００５－２２１１３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　前述したように、従来の砕石を敷き詰めた場所での天日乾燥方法には、種々の問題点が
ある。又、室内で乾燥機により温風を送り乾燥させる方法は、昆布の品質の点から好まし
くなく、又、光熱費がかかるという問題点がある。
　又、特許文献１は、高さ調節ができない、作業員が金網上を歩いて作業することができ
ない、等の問題点がある。
【０００８】
　以上の現状に鑑み、本発明は、夾雑物の混入がなく、品質の高い昆布の乾燥を可能とす
ると共に、乾燥作業が容易な昆布干し台及びその使用方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の課題を解決すべく、本発明は以下の構成を提供する。
　請求項１に係る発明は、枠体の内側開口部に網体を張設した網付き枠体と、前記網付き
枠体の端部に、下方に垂設し、高さ調節自在に設けた複数の脚部とを備えたことを特徴と
する昆布干し台を提供するものである。
【００１０】
　請求項２に係る発明は、前記網体は合成樹脂で形成されていることを特徴とする請求項
１記載の昆布干し台を提供するものである。
【００１１】
　請求項３に係る発明は、前記網体は縦３～７ｃｍ、横３～７ｃｍの網目を有しているこ
とを特徴とする請求項１又は２記載の昆布干し台を提供するものである。
【００１２】
　請求項４に係る発明は、前記網体と前記枠体とは一体に形成されていることを特徴とす
る請求項１乃至３のうちいずれか一に記載の昆布干し台を提供するものである。
【００１３】
　請求項５に係る発明は、前記網体と前記枠体とは別個に形成され、前記網体は前記枠体
に形成された載置部上に載置され、紐で固定されていることを特徴とする請求項１乃至３
のうちいずれか一に記載の昆布干し台を提供するものである。
【００１４】
　請求項６に係る発明は、前記網体は線材又は紐体で保持されて補強されていることを特
徴とする請求項１乃至５のうちいずれか一に記載の昆布干し台を提供するものである。
【００１５】
　請求項７に係る発明は、前記網体は中心部を脚部で保持されて補強されていることを特
徴とする請求項１乃至６のうちいずれか一に記載の昆布干し台を提供するものである。
【００１６】
　請求項８に係る発明は、交差する複数の格子部により略全面に網目が形成された天板と
、前記格子部の各交差部下面から所定長さ垂設される複数の脚部とを備え、前記天板と前
記脚部とは一体に形成されていることを特徴とする昆布干し台を提供するものである。
【００１７】
　請求項９に係る発明は、交差する複数の格子部により略全面に網目が形成された天板と
、前記格子部の所定長さの下面から所定長さ垂設される複数の脚部と、前記天板の隅部外
側部で交差する２つの格子部の夫々所定長さの下面から一体で断面視折曲状に所定長さ垂
設される複数の隅部脚部とを備え、前記天板と前記脚部と前記隅部脚部とは一体に形成さ
れていることを特徴とする昆布干し台を提供するものである。
【００１８】
　請求項１０に係る発明は、前記天板の側壁面に他の天板と連結するための連結部材を設
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けたことを特徴とする請求項８又は９記載の昆布干し台を提供するものである。
【００１９】
　請求項１１に係る発明は、請求項１乃至７のうちいずれかに記載の昆布干し台の使用方
法であって、前記昆布干し台を所定の場所に設置する工程と、
　前記昆布干し台を設置する場所に合わせて、前記網付き枠体の上面が同一高さになるよ
うに、或いは、昆布を干し易いように、前記昆布干し台の脚部の高さを調節する工程と、
　前記昆布干し台を複数台設置する場合は、前記昆布干し台を設置する場所に合わせて、
各昆布干し台の前記網付き枠体の上面が同一高さになるように、或いは、昆布を干し易い
ように、前記昆布干し台の脚部の高さを調節する工程と、
　前記網付き枠体の上面に昆布を並べる工程とを実行することを特徴とする昆布干し台の
使用方法を提供するものである。
【００２０】
　請求項１２に係る発明は、前記昆布干し台上で、昆布を一定の長さに切りそろえる工程
、及び／又は、昆布を昆布製品規格に則り選別する工程を実行することを特徴とする請求
項１１記載の昆布干し台の使用方法を提供するものである。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の請求項１記載の発明によれば、砕石を敷き詰めた場所等、地面に昆布を直接干
さないので、夾雑物の混入がなく、品質の高い昆布の乾燥を可能とすると共に、乾燥作業
が容易な昆布干し台を提供することができる。
　又、昆布を干す網目が汚れた場合、水洗いが容易であるので衛生的である。
　更に、本発明の昆布干し台は、下部に風通しの良い空間が形成されるので、昆布の乾燥
時間も短縮できる。
　更に又、従来行われている「砂引き」作業が不要になり、作業労力を軽減できる。
【００２２】
　請求項２記載の発明によれば、請求項１記載の発明の効果に加え、網体は合成樹脂で形
成されているので、夏の気温が高い日でも、網体が比較的に熱くなることがなく、昆布の
変色、品質低下を防止することができる。
【００２３】
　請求項３記載の発明によれば、請求項１又は２記載の発明の効果に加え、網体は３～７
ｃｍの網目を有しているので、昆布を干しやすく、且つ、人が網体の上を容易に歩くこと
が可能である。
【００２４】
　請求項４記載の発明によれば、請求項１乃至３のうちいずれか一に記載の発明の効果に
加え、網体と枠体とは一体に形成されているので、網付き枠体の強度が高く、網体が枠体
に強固に保持されるため、作業者が網体上を歩き易く、又、作業者が網体上を歩いても網
体が外れることがなく、安全であり、網付き枠体の耐久性も高くなる。
【００２５】
　請求項５記載の発明によれば、請求項１乃至３のうちいずれか一に記載の発明の効果に
加え、網体と枠体とは別個に形成され、網体は枠体に形成された載置部上に載置され、紐
で固定されているので、網体の取り外しが容易であり、網体の取り替え、補修、洗浄等が
容易になる。
【００２６】
　請求項６記載の発明によれば、請求項１乃至５のうちいずれか一に記載の発明の効果に
加え、網体は線材又は紐体で保持されて補強されているので、網体上で作業者が歩いても
、網体の撓みが少なく、作業が安全且つ容易になると共に、網体の破損等を防ぐことがで
きる。
【００２７】
　請求項７記載の発明によれば、請求項１乃至６のうちいずれか一に記載の発明の効果に
加え、網体は中心部を脚部で保持されて補強されているので、網体上で作業者が歩いても
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、網体の撓みが少なく、作業が安全且つ容易になると共に、網体の破損等を防ぐことがで
きる。
【００２８】
　請求項８記載の発明によれば、次のような効果が期待できる。
　（１）砕石を敷き詰めた場所等、地面に昆布を直接干さないので、夾雑物の混入がなく
、品質の高い昆布の乾燥を可能とすると共に、乾燥作業が容易な昆布干し台を提供するこ
とができる。
　（２）昆布を干す網目が汚れた場合、水洗いが容易であるので衛生的である。
　（３）下部に風通しの良い空間が形成されるので、昆布の乾燥時間も短縮できる。
　（４）従来行われている「砂引き」作業が不要になり、作業労力を軽減できる。
　（５）網目が形成された天板と脚部とが一体に形成されるので、製造費のコストダウン
が図れると共に、所定の強度を有し、設置が容易であり、閑散期の収納も容易となる。
【００２９】
　請求項９記載の発明によれば、請求項８記載の発明の効果に加え、脚部を比較的幅広く
形成することができるので、脚部の強度を高めることができる。
　そして、断面視折曲状に一体に形成された隅部脚部により、天板隅部の脚部の強度を高
めることができる。
【００３０】
　請求項１０記載の発明によれば、請求項８又は９記載の発明の効果に加え、連結部材に
より、他の昆布干し台と連結することができる。
【００３１】
　請求項１１記載の発明によれば、網付き枠体の上面が同一高さになるように、或いは、
昆布を干し易いように、脚部の高さを調節した１乃至複数の昆布干し台の上で、昆布を容
易に干すことができると共に、夾雑物の混入がなく、品質の高い昆布の乾燥が可能になる
。
【００３２】
　請求項１２記載の発明によれば、請求項１１記載の発明の効果に加え、昆布干し台上で
、昆布を一定の長さに切りそろえたり、昆布を昆布製品規格に則り選別することが容易に
行なえると共に、それらの作業に於いて、夾雑物を巻き込むこともなく、品質を保持しな
がら、衛生的に作業が行なえる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】（ａ）本発明の第１実施例の昆布干し台の斜視図である。（ｂ）本発明の脚部を
説明する斜視図である。
【図２】本発明の網付き枠体と脚部の一部斜視図である。
【図３】（ａ）本発明の昆布干し台の網体が線材により補強された状態を示す昆布干し台
の斜視図である。（ｂ）本発明の昆布干し台の網体が脚部により補強された状態を示す昆
布干し台の斜視図である。（ｃ）本発明の昆布干し台の網体が線材及び脚部により補強さ
れた状態を示す昆布干し台の斜視図である。
【図４】（ａ）本発明の複数の昆布干し台を不陸の場所に設置した状態を示す正面図であ
る。（ｂ）本発明の複数の昆布干し台を斜面に設置した状態を示す正面図である。
【図５】変形例の網付き枠体を備えた本発明の昆布干し台の一部斜視図である。
【図６】変形例の網付き枠体を備えた本発明の昆布干し台を斜め下方から見た一部斜視図
である。
【図７】（ａ）本発明の第２実施例の昆布干し台の斜視図である。（ｂ）本発明の第２実
施例の昆布干し台の脚部を説明する斜視図である。
【図８】（ａ）本発明の第３実施例の昆布干し台の斜視図である。（ｂ）本発明の第３実
施例の昆布干し台の脚部を説明する斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
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　以下、実施例を示した図面を参照しつつ本発明の実施の形態を説明する。
　図１（ａ）に於いて、１は、概念図で示す本発明の第1実施例による昆布干し台であり
、昆布干し台１は、矩形の枠体２の内側開口部に網体３を張設した網付き枠体４と、網付
き枠体４の端部の４隅部に、下方に垂設し、高さ調節自在に夫々脚部５を設けたものであ
る。
　尚、前記網付き枠体４は、例えば、２．５ｍ×２．５ｍの大きさに形成され、前記枠体
２の枠の横幅ｗは、例えば、５ｃｍ程度、枠の縦幅ｈは、例えば、３ｃｍ程度に形成され
る。
【００３５】
　そして、網体３は縦５ｃｍ、横５ｃｍ程度の網目を有している。尚、縦５ｃｍ、横５ｃ
ｍ程度の網目が、作業者が網体３上を安全に歩くため、及び、昆布の乾燥の良好な条件と
して好適であるが、この寸法に限定されるものではなく、例えば、縦３～７ｃｍ、横３～
７ｃｍの網目であっても同様な効果が期待できる。網目が、縦３ｃｍ未満、或いは、横３
ｃｍ未満である場合、網体３が高価になる、網体３の風通しが悪くなる、ゴミ等が溜まり
易くなる、等の問題点が発生する。縦７ｃｍを超え、或いは、横７ｃｍを超える場合は、
作業者が網体３上を安全に歩くことが困難になる、又、昆布が垂れ下がり、変形したり、
落下する虞がある。
【００３６】
　図１（ｂ）は、前記脚部５を示しており、脚部５は、網付き枠体４にボルト等により固
着され網付き枠体４から垂設する上部脚部６と、上部脚部６の下部を摺動自在に挿入させ
る下部脚部７とから構成され、脚部５の高さ調節のために、上部脚部６に、上下方向に離
間する複数の孔８が水平方向に向かって開穿され、下部脚部７に、それらの孔８と対応す
る１つの孔９が水平方向に向かって開穿され、上部脚部６に開穿された孔８のうち、高さ
を調節するために選択された孔８と、下部脚部７の孔９とにボルト１０を通して、ナット
１１で固定することにより、前記脚部５の高さを調整できるように構成されている。
【００３７】
　図２は、前記網付き枠体４を拡大して示したものであり、前記網体３と枠体２とは一体
に形成され、合成樹脂で形成されている。
【００３８】
　図３は、前記網体３を補強する方法を示したものである。網体３は、必要に応じて図３
に示す各種方法で補強される。
　図３（ａ）は、網体３が、網体３の下面を線材２１で保持されて補強されたものである
。線材２１は、矩形状の網体３の隅部を対角線で結ぶようにクロスして張設され、網体３
の下面を保持している。尚、線材２１に代えて、紐体を用いても良い。
　図３（ｂ）は、網体３が、網体３の中心部を脚部５で保持されて補強されたものである
。中心部を保持されることにより、網体３全体が補強される。尚、図に於いて、２２は、
脚部取付部であり、合成樹脂、布、金属板、木板等で形成される。
　図３（ｃ）は、前図３（ａ）に示した線材２１を用いて網体３を補強する方法、及び、
前図３（ｂ）に示した脚部５を用いて網体３を補強する方法の両方の方法を併せて用いる
ものである。これにより、より強固に網体３を保持し、補強することができる。
【００３９】
　図４は、複数の昆布干し台を設置する場合を示しており、図４（ａ）は不陸の場所に設
置した場合を示している。
　複数の昆布干し台１を設置する場所に合わせて、各網付き枠体４の上面が略同一高さに
なるように、昆布干し台１の脚部５の高さを調節する。或いは、昆布を干し易いように、
昆布干し台１の脚部５の高さを調節する。複数の昆布干し台１は原則的に相互に隙間なく
設置される。作業員は必要に応じ各網付き枠体４上の網体３、枠体２上を歩いて作業する
。
　図４（ｂ）は複数の昆布干し台１を斜面に設置した場合を示している。この場合も、不
陸の場所に設置する場合と同様に高さを調節して設置することが可能である。
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【００４０】
　次に、前記昆布干し台１の使用方法について説明する。
　先ず、昆布干し台１を昆布を乾燥させるのに好適な場所、例えば、日当たりが良く、風
通しが良い等の条件が揃った場所に設置する。
　次に、昆布干し台１を設置する場所に合わせて、網付き枠体４の上面が同一高さになる
ように、或いは、昆布を干し易いように、昆布干し台１の脚部５の高さを調節する。
　昆布干し台１を複数台設置する場合は、昆布干し台１を設置する場所に合わせて、各昆
布干し台１の網付き枠体４の上面が同一高さになるように、或いは、昆布を干し易いよう
に、各昆布干し台１の脚部５の高さを調節する。
　次に、網付き枠体４の上面に、昆布を並べる。
　昆布が乾燥したら、昆布を昆布干し台１から回収する。
【００４１】
　尚、前述した本発明の昆布干し台１の使用方法を用いた一連の昆布の作業工程は例えば
次のように行われる。
　（１）漁船に乗り昆布を採取する。
　（２）前記昆布干し台１の使用方法で述べた方法により昆布の天日干しを行う。但し、
天候の悪い日には、室内で乾燥機により温風を送り乾燥させる。
　（３）昆布を昆布干し台１の上、又は、適宜場所で、一定の長さに切りそろえる。
　（４）昆布の水分を均一にするため、昆布倉庫で一定期間保管する。
　（５）昆布を昆布干し台１の上、又は、適宜場所で、昆布製品規格に則り選別する。
　（６）昆布をもう一度、前記昆布干し台１の使用方法で述べた方法により乾燥させる。
尚、この時、前記（２）で用いた昆布干し台１がそのまま設置された状態である場合は、
その昆布干し台を利用する。
　（７）結束機で昆布を結束する。
　（８）格付けを受ける。
　（９）出荷する。
【００４２】
　前述したように、昆布干し台１の上で、昆布を一定の長さに切りそろえる作業や、昆布
を昆布製品規格に則り選別する作業を行なうことも可能である。
【００４３】
　図５及び図６に於いて、３１は、前記網付き枠体（図２に於いて４）に代えて設けられ
る本発明の変形例の網付き枠体を示し、網付き枠体３１は、内側開口部を有する矩形の枠
体３２と、枠体３２と別個に形成され、枠体３２上に載置される網体３３とで構成される
。
　網体３３は、矩形状の外枠部３４と、外枠部３４の内側に格子状に張設された網部３５
とから構成され、外枠部３４と網部３５とは一体に形成されている。
　そして、枠体３２の上部内周部は切欠され、前記網体３３の外枠部３４を含む外側部が
載置されて、嵌まり込み、枠体３２の上面と、外枠部３４の上面が略同一面となるように
載置部３６が形成されている。
　網体３３は、枠体３２の載置部３６に載置され、紐３７で固定される。
【００４４】
　図７（ａ）に於いて、４１は、本発明の第２実施例による昆布干し台であり、昆布干し
台４１は、直交して交差する複数の格子部４２，４２…により略全面に網目４３，４３…
が形成された平面視矩形状の所定厚みの天板４４と、格子部４２，４２…の各交差部下面
から、断面の縦横の寸法が夫々格子部４２と同じ幅で、所定長さ垂設される複数の脚部４
５，４５…とを備え、天板４４と脚部４５，４５…とは合成樹脂により一体に形成された
ものである。
　前記昆布干し台４１は、例えば、平面視、一辺が約５０ｃｍの正方形に形成され、網目
は一辺が約３～５ｃｍの正方形に形成される。格子部４２は断面視、一辺が約３ｍｍの正
方形に形成され、脚部４５は断面視、一辺が約３ｍｍの正方形、高さ約３～５ｃｍの正四
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角柱に形成される。
　脚部４５は、図７（ｂ）に示す如く、原則的に全ての各交差部下面から垂設されるが、
コストダウンを図る場合等に於いては、必要な強度を確保する限度内であれば、全ての各
交差部下面から垂設されなくても良い。即ち、脚部４５，４５…の本数を減らしても良い
。
【００４５】
　そして、図７（ａ）に示す如く、前記天板４４の側壁面には、他の天板と連結するため
の連結部材（４６，４７）を設ける。連結部材は凸状に突設する雄型連結部材４６と凹状
に突設する雌型連結部材４７の２種類があり、天板４４の図７（ａ）に於ける左右前後側
壁面のうち、例えば右側壁面と、前側壁面には雄型連結部材４６を夫々少なくとも２個（
図に於いては３個）配設し、左側壁面と、後側壁面には雌型連結部材４７を夫々少なくと
も２個（図に於いては３個）配設し、雄型連結部材４６，４６…を、同様に形成された他
の天板の雌型連結部材４７，４７…に係合させ、雌型連結部材４７，４７…を、他の天板
の雄型連結部材４６，４６…に係合させて、天板４４を他の天板と連結することにより、
昆布干し台４１を他の昆布干し台と連結する。
【００４６】
　図８（ａ）に於いて、５１は、本発明の第３実施例による昆布干し台であり、昆布干し
台５１は、直交して交差する複数の格子部５２，５２…により略全面に網目５３，５３…
が形成された平面視矩形状の所定厚みの天板５４と、各網目５３，５３…を形成する各格
子部（天板５４の各側辺を形成する各格子部を含む）５２，５２…の所定長さの下面から
所定長さ垂設される複数の脚部５５，５５…と、天板５４の四隅部外側部で交差する２つ
の格子部の夫々所定長さの下面から一体で断面視折曲状（例えばＬ字状）に所定長さ垂設
される複数の隅部脚部５６，５６…とを備え、天板５４と脚部５５，５５…と隅部脚部５
６，５６…とは合成樹脂により一体に形成されたものである。
　前記昆布干し台５１は、例えば、平面視、一辺が約５０ｃｍの正方形に形成され、網目
５３は一辺が約３～５ｃｍの正方形に形成される。格子部５２は断面視、一辺が約３ｍｍ
の正方形に形成され、脚部５５は断面視、約３ｍｍ×約１０～５０ｍｍの四角形、高さ約
３～５ｃｍの四角柱に形成される。
　隅部脚部５６は、断面視折曲状（例えばＬ字状）に形成され、幅約３ｍｍ、折曲状の各
直線の夫々の長さ１０～５０ｍｍ、高さ約３～５ｃｍに形成される。
　脚部５５は、図８（ｂ）に示す如く、各網目５３を形成する各格子部５２，５２…及び
天板５４の各側辺を形成する各格子部５２，５２…の下面から夫々垂設されるが、コスト
ダウンを図る場合等に於いては、必要な強度を確保する限度内で、脚部５５の本数を減ら
しても良い。
【００４７】
　そして、図８（ａ）に示す如く、前記天板５４の側壁面には、他の天板と連結するため
の連結部材（４６，４７）を設ける。連結部材は凸状に突設する雄型連結部材４６と凹状
に突設する雌型連結部材４７の２種類があり、天板５４の図８（ａ）に於ける左右前後側
壁面のうち、例えば、右側壁面と、前側壁面には雄型連結部材４６を夫々少なくとも２個
（図に於いては３個）配設し、左側壁面と、後側壁面には雌型連結部材４７を夫々少なく
とも２個（図に於いては３個）配設し、雄型連結部材４６，４６…を、同様に形成された
他の天板の雌型連結部材４７，４７…に係合させ、雌型連結部材４７，４７…を、他の天
板の雄型連結部材４６，４６…に係合させて、天板５４を他の天板と連結することにより
、昆布干し台５１を他の昆布干し台と連結する。
【符号の説明】
【００４８】
　１，４１，５１　昆布干し台
　２，３２　枠体
　３，３３　網体
　４，３１　網付き枠体
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　５，４５，５５　脚部
２１　線材
３６　載置部
３７　紐
４２，５２　格子部
４３，５３　網目
４４，５４　天板
５６　隅部脚部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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