
JP 6168414 B2 2017.7.26

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水底又は礁材上に形成される藻類を育成させる領域の周囲に配置される枠材に藻類の育
成環境を保護する藻類育成用ネットを取り付けるための藻類育成用ネットの取り付け方法
であって、
　前記藻類育成用ネットは、面状に形成された網状部材と、該網状部材を構成する子綱よ
りも太くなるように形成されて網状部材に取り付けられる親綱とを備えており、
　該親綱の少なくとも一部が網状部材と枠材との間に位置するように藻類育成用ネットを
枠材に取り付けることで、網状部材が枠材から離間した位置に保持されることを特徴とす
る藻類育成用ネットの取り付け方法。
【請求項２】
　前記枠材は、湾曲した外面を備え、前記親綱は、枠材の湾曲した外面の曲率半径に対し
て０．３倍以上の曲率半径を有する湾曲した外面を備えており、
　枠材の湾曲した外面と親綱の湾曲した外面とが当接するように藻類育成用ネットを枠材
に取り付けることを特徴とする請求項１に記載の藻類育成用ネットの取り付け方法。
【請求項３】
　前記藻類育成用ネットは、枠材に取り付けられた状態で、海中に浸漬されることを特徴
とする請求項１又は２に記載の藻類育成用ネットの取り付け方法。
【請求項４】
　水底又は礁材上に形成される藻類を育成させる領域の周囲に配置される枠材に藻類の育
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成環境を保護する藻類育成用ネットが取り付けられてなる藻類育成設備であって、
　前記藻類育成用ネットは、面状に形成された網状部材と、該網状部材を構成する子綱よ
りも太くなるように形成されて網状部材に取り付けられる親綱とを備えており、藻類育成
用ネットが枠材に取り付けられた状態で、親綱の少なくとも一部が網状部材と枠材との間
に位置することで、網状部材が枠材から離間した位置に保持されるように構成されること
を特徴とする藻類育成設備。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水底又は礁材上に形成される藻類の育成環境を保護する藻類育成用ネットを
該育成環境に設置される枠材に取り付けるための取り付け方法、および、該方法によって
形成される藻類育成設備に関する。
【背景技術】
【０００２】
　水中で藻類を育成する方法として、種々の方法が知られているが、例えば、藻類の胞子
や藻類自体を礁材に付着させて該礁材上に藻類を育成する領域（以下、藻類育成領域とも
記す）を形成し、斯かる礁材を水中に設置することで、礁材上で藻類を育成する方法が知
られている。しかしながら、藻類をエサとする生物（捕食生物）が多数生息している水中
では、礁材上で藻類が育成し難い環境となっている。
【０００３】
　そこで、礁材上の藻類を捕食生物から保護して、藻類の育成し易い環境を形成するべく
、藻類育成領域をネットで覆う方法が提案されている（特許文献１参照）。斯かる方法で
は、ネット内への捕食生物の侵入がネットによって防止されるため、礁材上の藻類が捕食
生物のエサとなるのを防止することができる。これにより、礁材上に藻類の育成し易い環
境が形成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－６７９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記のようにして使用されるネット（以下、藻類育成用ネットとも記す）を藻類育成領
域の周囲に固定する方法としては、藻類育成領域の周囲に枠材を設置し、該枠材に結束バ
ンドを用いて藻類育成用ネットを固定する方法が採用されている。しかしながら、斯かる
方法では、枠材に固定された藻類育成用ネットが水流の影響によって揺動したりすること
で、藻類育成用ネットと枠材とが接触し、藻類育成用ネットが破損する虞がある。
【０００６】
　そこで、本発明は、藻類育成用ネットと枠材との接触による藻類育成用ネットの破損を
防止することができる藻類育成用ネットの取り付け方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る藻類育成用ネットの取り付け方法は、水底又は礁材上に形成される藻類を
育成させる領域の周囲に配置される枠材に藻類の育成環境を保護する藻類育成用ネットを
取り付けるための藻類育成用ネットの取り付け方法であって、前記藻類育成用ネットは、
面状に形成された網状部材と、該網状部材を構成する子綱よりも太くなるように形成され
て網状部材に取り付けられる親綱とを備えており、該親綱の少なくとも一部が網状部材と
枠材との間に位置するように藻類育成用ネットを枠材に取り付けることで、網状部材が枠
材から離間した位置に保持されることを特徴とする。
【０００８】
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　斯かる構成によれば、枠材に藻類育成用ネットを取り付けた際に、親綱の少なくとも一
部が網状部材と枠材との間に位置するため、網状部材が枠材から離間した状態になる。こ
れにより、網状部材が枠材と接触して摩耗し、破損するのを防止することができ、藻類育
成用ネットで囲まれた領域への捕食生物の侵入を長期に亘って防止することができる。
【０００９】
　前記枠材は、湾曲した外面を備え、前記親綱は、枠材の湾曲した外面の曲率半径に対し
て０．３倍以上の曲率半径を有する湾曲した外面を備えており、枠材の湾曲した外面と親
綱の湾曲した外面とが当接するように藻類育成用ネットを枠材に取り付けることが好まし
い。
【００１０】
　斯かる構成によれば、親綱の曲率半径が上記のような数値になることで、親綱の外周に
沿って網状部材を屈曲した状態で、藻類育成用ネットが枠材に取り付けられる等された際
にも、親綱に網状部材が枠材から確実に離間した位置に保持される。このため、網状部材
が枠材と接触して摩耗し、破損するのを防止することができ、藻類育成用ネットで囲まれ
た領域への捕食生物の侵入を長期に亘って防止することができる。
【００１１】
　前記藻類育成用ネットは、枠材に取り付けられた状態で、海中に浸漬されることが好ま
しい。
【００１２】
　斯かる構成によれば、藻類育成用ネットが海水に浸漬された場合、藻類育成用ネットを
構成する網状部材は、海水で膨潤し、摩耗し易い状態になる。しかしながら、枠材と網状
部材との間に親綱が位置して網状部材が枠材から離間した状態になる。このため、網状部
材が枠材と接触して摩耗し、破損するのを防止することができ、藻類育成用ネットで囲ま
れた領域への捕食生物の侵入を長期に亘って防止することができる。
【００１３】
　本発明に係る藻類育成設備は、水底又は礁材上に形成される藻類を育成させる領域の周
囲に配置される枠材に藻類の育成環境を保護する藻類育成用ネットが取り付けられてなる
藻類育成設備であって、前記藻類育成用ネットは、面状に形成された網状部材と、該網状
部材を構成する子綱よりも太くなるように形成されて網状部材に取り付けられる親綱とを
備えており、藻類育成用ネットが枠材に取り付けられた状態で、親綱の少なくとも一部が
網状部材と枠材との間に位置することで、網状部材が枠材から離間した位置に保持される
ように構成されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　以上のように、本発明によれば、藻類育成用ネットと枠材との接触による藻類育成用ネ
ットの破損を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本実施形態に係る藻類育成用ネットの取り付け方法によって、枠材に藻類育成用
ネットが取り付けられて藻類育成設備が形成された状態を示す斜視図。
【図２】（ａ）は、図１のＸ－Ｘ断面図、（ｂ）は、図１のＹ－Ｙ断面図。
【図３】（ａ）は、他の実施形態に係る藻類育成用ネットの取り付け方法で、柱材に藻類
育成用ネットを取り付けた状態を示す断面図、（ｂ）は、更に他の実施形態に係る藻類育
成用ネットの取り付け方法で、梁材に藻類育成用ネットを取り付けた状態を示す断面図。
【図４】（ａ）は、更に他の実施形態に係る藻類育成用ネットの取り付け方法で、柱材に
藻類育成用ネットを取り付けた状態を示す断面図、（ｂ）は、更に他の実施形態に係る藻
類育成用ネットの取り付け方法で、梁材に藻類育成用ネットを取り付けた状態を示す断面
図。
【図５】試験例１における藻類育成用ネットの枠材への取り付け状態を示した図。
【図６】試験例２における藻類育成用ネットの枠材への取り付け状態を示した図。
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【図７】試験例３における藻類育成用ネットの枠材への取り付け状態を示した図。
【図８】試験例４における藻類育成用ネットの枠材への取り付け状態を示した図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態について図１，２を参照しながら説明する。
【００１７】
　本発明に係る藻類育成用ネットの取り付け方法は、図１に示すように、水底や礁材上に
形成される藻類を育成する領域（以下、藻類育成領域とも記す）の周囲に配置される枠材
Ａに藻類育成用ネット１を取り付ける方法である。本実施形態では、藻類育成領域は、礁
材Ｂ上に形成される。該礁材Ｂは、藻類を生息させる育成用礁材Ｂ１と、該育成用礁材Ｂ
１が複数載置される礁材土台Ｂ２とから構成される。そして、育成用礁材Ｂ１上に藻類育
成領域が形成され、礁材土台Ｂ２上に枠材Ａが配置される。
【００１８】
　本実施形態では、枠材Ａは、藻類育成領域の周囲に、上下方向に沿って配置される複数
の柱材Ａ１と、隣り合う柱材Ａ１の間に梁渡された梁材Ａ２とから構成される。また、枠
材Ａ（具体的には、柱材Ａ１および梁材Ａ２）は、所定の曲率半径を有するように湾曲し
た外面（以下、湾曲面とも記す）を備える。そして、枠材Ａ（具体的には、柱材Ａ１およ
び梁材Ａ２）に藻類育成用ネット１が取り付けられることで、藻類育成領域が藻類育成用
ネット１で覆われた状態となる。
【００１９】
　藻類育成用ネット１は、図２（ａ）に示すように、網状に形成される網状部材２と、該
網状部材２を構成する子綱２ａよりも太い（例えば、子綱２ａの１．５倍以上１５倍以下
、又は、２倍以上１３．５倍以下の太さが挙げられる）親綱３とを備える。なお、親綱３
は、藻類育成用ネット１における子綱２ａよりも太く形成された部位をいう。例えば、子
綱２ａよりも太く形成された一の綱材のみで親綱３が形成されてもよく、又は、一の綱材
の周囲に他の綱材が巻き付けられることで子綱２ａよりも太くなるように形成されたもの
であってもよい。本実施形態では、子綱２ａよりも太く形成された一の綱材と網状部材２
とが結束綱（図示せず）で結束されて藻類育成用ネット１が構成されており、該一の綱材
の周囲に結束綱が巻き付けられることで親綱３が形成される。
【００２０】
　網状部材２は、複数の子綱２ａが格子状に配置されて形成される。親綱３は、藻類育成
用ネット１が枠材Ａに取り付けられた際に、網状部材２と枠材Ａとが重なる位置に配置さ
れる。また、親綱３は、網状部材２に結束された状態で、少なくとも一部（本実施形態で
は、略全体）が網状部材２の一方の面側に突出するように構成される。また、親綱３は、
枠材Ａ（具体的には、柱材Ａ１および梁材Ａ２）が備える湾曲面の曲率半径に対して０．
３倍以上、好ましくは、０．４２倍以上の曲率半径を有する外面を備える。なお、親綱３
の曲率半径は、親綱３を直線状に伸ばした状態で、親綱３の伸びる方向に直交する断面に
おける湾曲した外面の曲率半径を意味する。本実施形態では、斯かる断面が円形状である
ため、曲率半径が斯かる断面の半径となる。
【００２１】
　上記のような藻類育成用ネット１は、親綱３の少なくとも一部（網状部材２の一方の面
側に突出した部分）が網状部材２と枠材Ａとの間に位置するように、枠材Ａ（具体的には
、柱材Ａ１および梁材Ａ２）に取り付けられる。具体的には、柱材Ａ１は、上下方向に直
交する断面において、所定の曲率半径を有するように湾曲した外面（湾曲面）Ａ１ａと、
互いに交差する方向（具体的には、略直交する方向）に湾曲面Ａ１ａから延出する一対の
延出面Ａ１ｂ，Ａ１ｂとを備える。そして、親綱３の少なくとも一部（網状部材２の一方
の面側に突出した部分）が湾曲面Ａ１ａと網状部材２との間に位置すると共に、親綱３が
柱材Ａ１に沿って配置されるように、柱材Ａ１の側方に藻類育成用ネット１を配置する。
この際、親綱３を軸に一方の網状部材２と他方の網状部材２とが１８０°未満の角度（具
体的には、略９０°）をなすように配置される。これにより、一方の網状部材２と他方の
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網状部材２との間に柱材Ａ１が位置することになる。
【００２２】
　そして、藻類育成用ネット１と柱材Ａ１とを（即ち、網状部材２、親綱３、および、柱
材Ａ１）を結束材（例えば、結束バンド等）Ｃで結束することで、藻類育成用ネット１が
柱材Ａ１に取り付けられる。斯かる状態において、親綱３は、柱材Ａ１の湾曲面Ａ１ａと
網状部材２との間に位置し、親綱３の湾曲した外面が柱材Ａ１の湾曲面Ａ１ａに当接した
状態となる。これにより、網状部材２が湾曲面Ａ１ａおよび延出面Ａ１ｂ（換言すれば、
柱材Ａ１）から離間した状態で維持される。
【００２３】
　一方、図２（ｂ）に示すように、梁材Ａ２は、上下方向に沿った断面が略円形状の形状
を有する。つまり、梁材Ａ２は、所定の曲率半径を有する湾曲した外面（湾曲面）Ａ２ａ
を全周に亘って備える。そして、親綱３の少なくとも一部（網状部材２の一方の面側に突
出した部分）が湾曲面Ａ２ａと網状部材２との間に位置すると共に、親綱３が梁材Ａ２に
沿って配置されるように、梁材Ａ２の側方に藻類育成用ネット１を配置する。この際、親
綱３を軸に一方の網状部材２と他方の網状部材２とが１８０°未満の角度（具体的には、
略９０°）をなすように配置される。これにより、一方の網状部材２と他方の網状部材２
との間に梁材Ａ２が位置することになる。
【００２４】
　そして、藻類育成用ネット１と梁材Ａ２とを（即ち、網状部材２、親綱３、および、梁
材Ａ２）を結束材（例えば、結束バンド等）Ｃで結束することで、藻類育成用ネット１が
梁材Ａ２に取り付けられる。斯かる状態において、親綱３は、梁材Ａ２の湾曲面Ａ２ａと
網状部材２との間に位置し、親綱３の湾曲した外面が梁材Ａ２の湾曲面Ａ２ａに当接した
状態となる。これにより、網状部材２が湾曲面Ａ２ａ（換言すれば、梁材Ａ２）から離間
した状態で維持される。
【００２５】
　上記のように、藻類育成用ネット１が枠材Ａ（具体的には、柱材Ａ１および梁材Ａ２）
に取り付けられることで、藻類育成設備が形成される。そして、斯かる藻類育成設備が礁
材Ｂと共に、海中に配置されることで、藻類育成用ネット１で覆われた藻類育成領域への
捕食生物の侵入が藻類育成用ネット１によって防止される。これにより、藻類育成領域で
の藻類の育成が効率的に行われる。
【００２６】
　以上のように、本発明に係る藻類育成用ネットの取り付け方法および藻類育成設備によ
れば、藻類育成用ネットと枠材との接触による藻類育成用ネットの破損を防止することが
できる。
【００２７】
　即ち、枠材Ａに藻類育成用ネット１を取り付けた際に、親綱３の少なくとも一部が網状
部材２と枠材Ａとの間に位置するため、網状部材２が枠材Ａから離間した状態になる。こ
れにより、網状部材２が枠材Ａと接触して摩耗し、破損するのを防止することができ、藻
類育成用ネット１で囲まれた領域への捕食生物の侵入を長期に亘って防止することができ
る。
【００２８】
　親綱３の曲率半径が上記のような数値になることで、親綱３の外周に沿って網状部材２
を屈曲した状態で、藻類育成用ネット１が枠材Ａに取り付けられる等された際にも、親綱
３に網状部材２が枠材Ａから確実に離間した位置に保持される。このため、網状部材２が
枠材Ａと接触して摩耗し、破損するのを防止することができ、藻類育成用ネット１で囲ま
れた領域への捕食生物の侵入を長期に亘って防止することができる。
【００２９】
　また、藻類育成用ネット１が海水に浸漬された場合、藻類育成用ネット１を構成する網
状部材２は、海水で膨潤し、摩耗し易い状態になる。しかしながら、枠材Ａと網状部材２
との間に親綱３が位置して網状部材２が枠材Ａから離間した状態になる。このため、網状
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部材２が枠材Ａと接触して摩耗し、破損するのを防止することができ、藻類育成用ネット
１で囲まれた領域への捕食生物の侵入を長期に亘って防止することができる。
【００３０】
　なお、本発明に係る藻類育成用ネットの取り付け方法および藻類育成設備は、上記実施
形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能であ
る。また、上記した複数の実施形態の構成や方法等を任意に採用して組み合わせてもよく
（１つの実施形態に係る構成や方法等を他の実施形態に係る構成や方法等に適用してもよ
く）、さらに、下記する各種の変更例に係る構成や方法等を任意に選択して、上記した実
施形態に係る構成や方法等に採用してもよいことは勿論である。
【００３１】
　上記実施形態では、網状部材２の端部同士が親綱３を介して連結されているが、これに
限定されるものではなく、例えば、図３（ａ）（ｂ）に示すように、各網状部材２の端部
に個別の親綱３が結束されて複数の藻類育成用ネット１が構成されてもよい。斯かる場合
には、柱材Ａ１および梁材Ａ２に複数の藻類育成用ネット１が取り付けられるように構成
されてもよい。
【００３２】
　また、上記実施形態では、枠材Ａの湾曲面と網状部材２との間に親綱３が位置するよう
に構成されているが、これに限定されるものではなく、例えば、図３（ａ）に示すように
、柱材Ａ１の延出面Ａ１ｂ（即ち、湾曲していない平面）と網状部材２との間に親綱３が
位置するように構成されてもよい。
【００３３】
　また、上記実施形態では、柱材Ａ１や梁材Ａ２と、網状部材２との間に、一つの親綱３
が位置するように構成されている。つまり、一つの親綱３によって網状部材２が柱材Ａ１
や梁材Ａ２から離間した位置に保持されているが、これに限定されるものではなく、図４
（ａ）に示すように、例えば、柱材Ａ１と網状部材２との間において、複数の親綱３が柱
材Ａ１の外周に沿って配置されるように構成されてもよい。つまり、網状部材２における
柱材Ａ１と重なる領域が複数の親綱３によって柱材Ａ１から離間した位置に保持されるよ
うに構成されてもよい。
【００３４】
　また、上記実施形態では、親綱３を介して連結された網状部材２同士が異なる方向（具
体的には、直交する方向）に沿って配置されているが、これに限定されるものではなく、
例えば、図４（ｂ）に示すように、親綱３を介して連結された網状部材２同士が一方向に
沿って（具体的には、直線状に）配置されるように、藻類育成用ネット１が柱材Ａ３に取
り付けられてもよい。
【００３５】
　また、上記実施形態では、梁材Ａ２の断面が略円形状に形成されているため、所定の曲
率半径を有する湾曲面Ａ２ａが梁材Ａ２の全周に亘って形成されているが、これに限定さ
れるものではなく、例えば、藻類育成用ネット１を梁材Ａ２に取り付けた際に、親綱３と
接触する領域にのみ湾曲面Ａ２ａを備えるように構成されてもよい。また、親綱３の断面
が円形状ではなく、枠材Ａと当接する領域のみが所定の曲率半径を有するように形成され
てもよい。
【００３６】
　また、上記実施形態では、礁材Ｂ上に形成される藻類育成領域を覆うように藻類育成用
ネット１が配置されているが、これに限定されるものではなく、例えば、水底に藻場を形
成する場合には、水底の所定領域（即ち、藻類育成領域）の周囲に枠材Ａが配置され、該
枠材Ａに藻類育成用ネット１が取り付けられるように構成されてもよい。
【実施例】
【００３７】
　以下、本発明の実施例について説明する。
【００３８】
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＜試験例１＞
　親綱３の半径および円柱状に形成した枠材Ａの半径を下記表１に記載の半径とし、図５
（ａ）に示すように、親綱３と枠材Ａとの外面同士を当接させて藻類育成用ネット１を枠
材Ａに取り付けた。この際、親綱３と枠材Ａの中心を結ぶ仮想線Ｌ１と、網状部材２に沿
った仮想線Ｌ２との成す角度θは、９０°とした。斯かる状態においては、網状部材２は
、枠材Ａから離間した位置に保持されることが認められる。
　また、図５（ｂ）に示すように、仮想線Ｌ１と仮想線Ｌ２との成す角度θが４５°とな
るように、親綱３と枠材Ａとの外面同士を当接させて藻類育成用ネット１を枠材Ａに取り
付けた。斯かる状態においても、網状部材２は、枠材Ａから離間した位置に保持されるこ
とが認められる。
【００３９】
＜試験例２＞
　親綱３の半径および円柱状に形成した枠材Ａの半径を下記表１に記載の半径とし、図６
（ａ）に示すように、親綱３と枠材Ａとの外面同士を当接させて藻類育成用ネット１を枠
材Ａに取り付けた。この際、親綱３と枠材Ａの中心を結ぶ仮想線Ｌ１と、網状部材２に沿
った仮想線Ｌ２との成す角度θは、９０°とした。斯かる状態においては、網状部材２は
、枠材Ａから離間した位置に保持されることが認められる。
　また、図６（ｂ）に示すように、仮想線Ｌ１と仮想線Ｌ２との成す角度θを５０．５°
とする（即ち、当初の状態から３９．５°移動させる）ことで、網状部材２が枠材Ａから
離間した位置に保持されることが認められる。
【００４０】
＜試験例３＞
　親綱３の半径および円柱状に形成した枠材Ａの半径を下記表１に記載の半径とし、図７
（ａ）に示すように、親綱３と枠材Ａとの外面同士を当接させて藻類育成用ネット１を枠
材Ａに取り付けた。この際、親綱３と枠材Ａの中心を結ぶ仮想線Ｌ１と、網状部材２に沿
った仮想線Ｌ２との成す角度θは、９０°とした。斯かる状態においては、網状部材２は
、枠材Ａから離間した位置に保持されることが認められる。
　また、図７（ｂ）に示すように、仮想線Ｌ１と仮想線Ｌ２との成す角度θが４５°とな
るように（即ち、当初の状態から４５°移動させて）、親綱３と枠材Ａとの外面同士を当
接させて藻類育成用ネット１を枠材Ａに取り付けた。斯かる状態においては、網状部材２
は、枠材Ａと接触した状態となるが、図７（ｃ）に示すように、仮想線Ｌ１と仮想線Ｌ２
との成す角度θを６０°とする（即ち、当初の状態から３０°移動させる）ことで、網状
部材２が枠材Ａから離間した位置に保持されることが認められる。
【００４１】
＜試験例４＞
　親綱３の半径および円柱状に形成した枠材Ａの半径を下記表１に記載の半径とし、図８
（ａ）に示すように、親綱３と枠材Ａとの外面同士を当接させて藻類育成用ネット１を枠
材Ａに取り付けた。この際、親綱３と枠材Ａの中心を結ぶ仮想線Ｌ１と、網状部材２に沿
った仮想線Ｌ２との成す角度θは、９０°とした。斯かる状態においては、網状部材２は
、枠材Ａから離間した位置に保持されることが認められる。
　また、図８（ｂ）に示すように、仮想線Ｌ１と仮想線Ｌ２との成す角度θが６０°とな
るように（即ち、当初の状態から３０°移動させて）、親綱３と枠材Ａとの外面同士を当
接させて藻類育成用ネット１を枠材Ａに取り付けた。斯かる状態においては、網状部材２
は、枠材Ａと接触した状態となるが、図８（ｃ）に示すように、仮想線Ｌ１と仮想線Ｌ２
との成す角度θを７５°とする（即ち、当初の状態から１５°移動させる）ことで、網状
部材２が枠材Ａから離間した位置に保持されることが認められる。
【００４２】
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【表１】

【００４３】
　以上のように、曲率半径比が０．２４以上（好ましくは、０．３以上）であることで、
水流による藻類育成用ネット１の揺れ動いた際にも、網状部材２と枠材Ａとの接触を効果
的に抑制することができる。特に、曲率半径比が０．４２以上であることで、水流による
藻類育成用ネット１の揺れ動きが激しい場合であっても、より効果的に網状部材２と枠材
Ａとの接触を抑制することができる。
【符号の説明】
【００４４】
　１…藻類育成用ネット、２…網状部材、２ａ…子綱、３…親綱、Ａ…枠材、Ａ１…柱材
、Ａ１ａ…湾曲面、Ａ１ｂ…延出面、Ａ２…梁材、Ａ２ａ…湾曲面、Ｂ…礁材、Ｂ１…育
成用礁材、Ｂ２…礁材土台

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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