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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　作業船上に設置されたポンプと、ポンプの吸入口に接続された海水吸引用ホースと、ポ
ンプの排出口に接続された海水吐出用ホースと、海水吐出用ホースの先端に接続されたエ
ジェクターと、エジェクターに接続された貝類吸引用ホース及び貝類吐出用ホースと、貝
類吸引用ホースの先端に接続され、海底面上を移動して貝類を吸引する吸引部と、貝類吐
出用ホースの先端に接続された回収ネットと、によって構成され、
　前記エジェクターは、への字状に湾曲或いは屈曲した形状のベンド管と、流入口側に対
して流出口側の口径が絞られた絞り管とによって構成され、
　前記ベンド管は、ベンド角が、４０～６０°の範囲内において設定され、内径及び口径
が、ポンプの排出口の口径の１～２倍の範囲内において設定され、
　前記絞り管は、流出口が、ベンド管の内壁面において開口し、ベンド管内部と連通する
ようにベンド管に対して接続され、流出口の口径が、ポンプの排出口の口径の４０～７０
％の範囲内において設定され、
　前記絞り管は、その中心軸線が、ベンド管の後半直状部の中心軸線と一致する向きで、
又は、ベンド管の後半直状部の中心軸線と平行になるように、又は、ベンド管の後半直状
部の中心軸線に対し、絞り管の中心軸線の傾斜角度が５°以内となる向きで、ベンド管に
対して接続され、
　前記吸引部は、全方向に対応できる環状の橇と、当該橇の中央の空間において保持され
た吸入パイプと、によって構成されていることを特徴とする貝類の吸引採取装置。
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【請求項２】
　前記吸入パイプの下端に、吸い込みフードが取り付けられていることを特徴とする、請
求項１に記載の貝類の吸引採取装置。
【請求項３】
　前記吸入パイプは、取付位置を上下方向へ変更できるような状態で保持されていること
を特徴とする、請求項１に記載の貝類の吸引採取装置。
【請求項４】
　前記吸入パイプには、吸引部を牽引する際に用いる牽引ロープを係止するための牽引ロ
ープ係止用リングが、吸入パイプの外周面周りに回動自在なように取り付けられているこ
とを特徴とする、請求項１に記載の貝類の吸引採取装置。
【請求項５】
　前記橇として、中空パイプ材を環状に繋いで構成したものを用いたことを特徴とする、
請求項１に記載の貝類の吸引採取装置。
【請求項６】
　作業船上に設置されたポンプと、ポンプの吸入口に接続された海水吸引用ホースと、ポ
ンプの排出口に接続された海水吐出用ホースと、海水吐出用ホースの先端に接続されたエ
ジェクターと、エジェクターに接続された貝類吸引用ホース及び貝類吐出用ホースと、貝
類吸引用ホースの先端に接続され、海底面上を移動して貝類を吸引する吸引部と、貝類吐
出用ホースの先端に接続された回収ネットと、によって構成され、
　前記エジェクターは、への字状に湾曲或いは屈曲した形状のベンド管と、流入口側に対
して流出口側の口径が絞られた絞り管とによって構成され、
　前記ベンド管は、ベンド角が、４０～６０°の範囲内において設定され、内径及び口径
が、ポンプの排出口の口径の１～２倍の範囲内において設定され、
　前記絞り管は、流出口が、ベンド管の内壁面において開口し、ベンド管内部と連通する
ようにベンド管に対して接続され、流出口の口径が、ポンプの排出口の口径の４０～７０
％の範囲内において設定され、
　前記絞り管は、その中心軸線が、ベンド管の後半直状部の中心軸線と一致する向きで、
又は、ベンド管の後半直状部の中心軸線と平行になるように、又は、ベンド管の後半直状
部の中心軸線に対し、絞り管の中心軸線の傾斜角度が５°以内となる向きで、ベンド管に
対して接続され、
　前記吸引部は、鋤簾と、鋤簾が載置される橇と、によって構成され、
　前記鋤簾は、櫛歯状底部と、貝類吸引用ホースが接続された吸い込みフード又は吸入パ
イプと、を有し、
　前記櫛歯状底部は、先端部が、橇の底面よりも下方へ突出するような状態で、橇上に固
定されていることを特徴とする貝類の吸引採取装置。
【請求項７】
　前記吸い込みフードの下縁、又は、前記吸入ノズルの先端に、海底面又は底質の塊の表
面に対する吸い込みフードの下縁又は吸入パイプの先端の密着を防ぐためのブラシを取り
付けたことを特徴とする、請求項１～６のいずれかに記載の貝類の吸引採取装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アサリを始めとする貝類を吸引して連続的に採取する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、アサリ等の貝類の採取作業は、鋤簾と呼ばれる器具を用いて人力で行われてい
る。また、船上に設置したポンプを駆動させて、海底面付近に保持させたパイプから、貝
類を、その周辺の砂ごと吸い込んで採取する装置（吸引式採取装置）も開発されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２０８５９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　鋤簾を用いた、人力による貝類の採取方法は、作業者において強い体力が要求され、ま
た、潮汐との関係で、水深が１ｍ以下の限られた時間帯においてのみ作業が可能であり、
人的及び時間的な制約がある。また、採取しようとする貝類が低密度で広範囲に分布して
いるような場合、捕獲効率が低いという問題もある。
【０００５】
　一方、従来の吸引式採取装置は、操作性が良好とは言い難く、効率的に作業を進めるこ
とができないという問題がある。
【０００６】
　本発明は、上記のような従来技術における課題を解決しようとするものであって、コン
パクトで、操作性がよく、かつ、極めて効率よく貝類を採取することができる貝類の吸引
採取装置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】
【０００７】
　本発明に係る貝類の吸引採取装置は、作業船上に設置されたポンプと、ポンプの吸入口
に接続された海水吸引用ホースと、ポンプの排出口に接続された海水吐出用ホースと、海
水吐出用ホースの先端に接続されたエジェクターと、エジェクターに接続された貝類吸引
用ホース及び貝類吐出用ホースと、貝類吸引用ホースの先端に接続され、海底面上を移動
して貝類を吸引する吸引部と、貝類吐出用ホースの先端に接続された回収ネットと、によ
って構成され、エジェクターは、への字状に湾曲或いは屈曲した形状のベンド管と、流入
口側に対して流出口側の口径が絞られた絞り管とによって構成され、ベンド管は、ベンド
角が、４０～６０°の範囲内において設定され、内径及び口径が、ポンプの排出口の口径
の１～２倍の範囲内において設定され、絞り管は、流出口が、ベンド管の内壁面において
開口し、ベンド管内部と連通するようにベンド管に対して接続され、流出口の口径が、ポ
ンプの排出口の口径の４０～７０％の範囲内において設定され、絞り管は、その中心軸線
が、ベンド管の後半直状部の中心軸線と一致する向きで、又は、ベンド管の後半直状部の
中心軸線と平行になるように、又は、ベンド管の後半直状部の中心軸線に対し、絞り管の
中心軸線の傾斜角度が５°以内となる向きで、ベンド管に対して接続され、吸引部は、全
方向に対応できる環状の橇と、当該橇の中央の空間において保持された吸入パイプと、に
よって構成されていることを特徴としている。
【０００８】
　尚、吸入パイプの下端には、吸い込みフードが取り付けられていることが好ましく、ま
た、吸入パイプは、取付位置を上下方向へ変更できるような状態で保持されていることが
好ましい。更に、吸入パイプには、吸引部を牽引する際に用いる牽引ロープを係止するた
めの牽引ロープ係止用リングが、吸入パイプの外周面周りに回動自在なように取り付けら
れていることが好ましい。また、橇として、中空パイプ材を環状に繋いで構成したものを
用いることが好ましい。
【０００９】
　また、吸引部としては、鋤簾と、鋤簾が載置される橇とによって構成されたものを用い
ることもでき、この場合、鋤簾は、櫛歯状底部と、貝類吸引用ホースが接続された吸い込
みフード又は吸入パイプと、を有し、櫛歯状底部の先端部が、橇の底面よりも下方へ突出
するような状態で、橇上に固定されていることが好ましい。
【００１０】
　尚、吸い込みフードの下縁、又は、吸入パイプの先端には、海底面又は底質（砂等）の
塊の表面に対する吸い込みフードの下縁又は吸入パイプの先端の密着を防ぐためのブラシ
を取り付けることが好ましい。
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【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係る貝類の吸引採取装置は、極めて効率よく貝類を採取することができ、また
、水深１～５ｍでの連続的な採取作業が可能となり、潮汐との関係においても、時間的な
制約を少なくすることができる。また、エジェクターや貝類の吸入口（吸い込みフード等
）の形状、構造を工夫することにより、漁業用小型船舶に対して人力による作業だけで簡
単に着脱できるほどコンパクトで、かつ、効率的な吸引が可能な構成を実現することがで
きる。
【００１２】
　また、鋤簾から回収ネットまでの捕集貝類の移送経路を、すべて海中において形成する
ことができるため、海水、捕集貝類、及び、砂を、海底から一旦船上まで移送する従来の
吸引採取装置と比べて、ポンプの能力（出力）、エジェクターの吸引力、移送経路内の流
速、及び、流量を小さくすることができ、その結果、大量の砂の吸引による経路の目詰ま
りという問題を好適に回避することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本発明の第１実施形態に係る吸引採取装置１の構成図である。
【図２】図２は、図１に示したエジェクター３の断面拡大図である。
【図３】図３は、図１に示した鋤簾４、及び、橇５の側面図である。
【図４】図４は、図１に示した鋤簾４、及び、橇５の平面図である。
【図５】図５は、本発明の第２実施形態に係る吸引採取装置において使用される吸引部２
０の斜視図である。
【図６】図６は、図５に示した吸引部２０の垂直断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明を実施するための形態（第１実施形態、及び、第２実施形態）について説
明する。図１は、本発明の第１実施形態に係る吸引採取装置１の構成図であり、図示され
ているように、この吸引採取装置１は、ポンプ２、エジェクター３、吸引部２０（鋤簾４
、橇５）、ストレーナ６、ホース７（海水吸引用ホース７ａ、海水吐出用ホース７ｂ、貝
類吸引用ホース７ｃ、及び、貝類吐出用ホース７ｄ）、回収ネット８、及び、牽引ロープ
９とによって構成されている。
【００１５】
　本実施形態においては、ポンプ２として、ガソリンエンジンによって駆動するエンジン
ポンプ（最大吐出量：１．３６ｍ３／ｍｉｎ以上、最大定格出力：５ｋｗ以上）が使用さ
れ、このポンプ２は、作業船１０（船外機付きの漁業用小型船舶等）に搭載される。ポン
プ２の吸入口２ａには、海水吸引用ホース７ａが接続され、その先端にはストレーナ６が
取り付けられている。また、ポンプ２の排出口２ｂ（口径８０ｍｍ）には、海水吐出用ホ
ース７ｂが接続され、その先端は、エジェクター３に接続されている。エジェクター３に
は、貝類吸引用ホース７ｃ、及び、貝類吐出用ホース７ｄが接続され、貝類吸引用ホース
７ｃの先端は鋤簾４に、貝類吐出用ホース７ｄの先端は回収ネット８に、それぞれ接続さ
れている。
【００１６】
　エジェクター３は、図２に示すように、「へ」の字状に湾曲（或いは屈曲）した形状の
ベンド管１１と、流入口側に対して流出口側の口径が絞られた絞り管１２とによって構成
されている。これらのうち、ベンド管１１は、吸入口１１ａ側の前半直状部１１ｂと、吐
出口１１ｃ側の後半直状部１１ｄと、これらの間の湾曲部１１ｅとによって構成され、ベ
ンド角（前半直状部１１ｂの中心軸線ＣＬ１に対する後半直状部１１ｄの中心軸線ＣＬ２
の傾斜角度）は４５°に設定されている。
【００１７】
　絞り管１２は、流入口１２ａ側の前半部１２ｂと、流出口１２ｃ側の後半部１２ｄと、
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これらの間の絞り部１２ｅとによって構成され、流出口１２ｃが、ベンド管１１の内壁面
において開口し、ベンド管１１内部と連通するように、かつ、中心軸線ＣＬ３が、ベンド
管１１の後半直状部１１ｄの中心軸線ＣＬ２と一致する向きで、ベンド管１１に対して接
続されている。
【００１８】
　ベンド管１１の吸入口１１ａには、図１に示すように貝類吸引用ホース７ｃが接続され
、吐出口１１ｃには、貝類吐出用ホース７ｄ（図１参照）が接続される。また、絞り管１
２の流入口１２ａには、海水吐出用ホース７ｂ（図１参照）が接続される。
【００１９】
　尚、本実施形態においては、ベンド管１１の吸入口１１ａ、及び、吐出口１１ｃの口径
は１００ｍｍ（ポンプ２の排出口２ｂの口径の１．２５倍）に設定されており、前半直状
部１１ｂ、後半直状部１１ｄ、及び、湾曲部１１ｅの内径も、１００ｍｍに設定されてい
る。また、絞り管１２の流入口１２ａの口径は８０ｍｍ、流出口１２ｃの口径は４０ｍｍ
に設定されている。
【００２０】
　但し、これらの寸法には限定されず、ベンド管１１の口径及び内径については、ポンプ
２の排出口２ｂの口径の１～２倍の範囲内において、また、絞り管１２の流出口１２ｃの
口径については、ポンプ２の排出口２ｂの口径の４０～７０％の範囲内において、適宜設
定を変更することができる。また、ベンド管１１におけるベンド角については、４０～６
０°の範囲内において、適宜設定を変更することができる。更に、絞り管１２については
、必ずしも、中心軸線ＣＬ３が、ベンド管１１の後半直状部１１ｄの中心軸線ＣＬ２と一
致していなくともよく、これらの中心軸線ＣＬ２，ＣＬ３が平行となるように、若しくは
、ベンド管１１の後半直状部１１ｄの中心軸線ＣＬ２に対し、絞り管１２の中心軸線ＣＬ
３の傾斜角度が５°以内となるように、絞り管１２をベンド管１１に対して接続してもよ
い。
【００２１】
　吸引部２０は、鋤簾４及び橇５によって構成されている。これらのうち、鋤簾４は、図
３及び図４に示すように、櫛歯状底部１３と、その両側縁及び後端縁から上方へそれぞれ
立設させた側方メッシュ部１４及び後方メッシュ部１５と、それらの上方に配置される上
方メッシュ部１６と、吸い込みフード１７とによって構成され、橇５の前方中央部に載置
されている。櫛歯状底部１３は、従来の一般的な鋤簾（人力による貝類採取作業に用いら
れている鋤簾）と同様に、前方側が低くなるように傾斜しており、また、先端部１３ａが
、側方メッシュ部１４等に対し前方へ突出した構成となっている。
【００２２】
　そして、従来の一般的な鋤簾と異なり、後端上部に、吸い込みフード１７が取り付けら
れている。図示されているように、この吸い込みフード１７は、下方へ向かって拡開する
ように構成され、上部には、ホース取付口１７ａが上方へ向かって突出するように形成さ
れており、このホース取付口１７ａには、貝類吸引用ホース７ｃが接続される。尚、側方
メッシュ部１４及び後方メッシュ部１５については、メッシュ状の部材に替えて、板状の
部材、或いは、パンチングメタルを使用してもよい。
【００２３】
　橇５は、図３及び図４に示すように、二枚の橇板１８ａ，１８ｂと、矩形状に組まれた
フレーム材１９とによって構成されており、二枚の橇板１８ａ，１８ｂは、フレーム材１
９の両側部１９ａ，１９ｂにそれぞれ取り付けられることにより、所定の間隔を置いて、
平行な状態で保持されるようになっている。尚、鋤簾４は、櫛歯状底部１３の先端部１３
ａが、橇板１８ａ，１８ｂの底面よりも下方へ突出するような状態で、橇５上に固定され
ている。
【００２４】
　ここで、本実施形態の吸引採取装置１の使用方法と作用について説明する。図１に示す
ように、作業船１０にポンプ２を搭載し、ポンプ２の吸入口２ａに接続した海水吸引用ホ
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ース７ａの先端側を海中に浸し、また、ポンプ２の排出口２ｂに接続した海水吐出用ホー
ス７ｂ、その先端に接続したエジェクター３、及び、エジェクター３に接続した貝類吸引
用ホース７ｃ、貝類吐出用ホース７ｄ、更に、これらのホースに接続した鋤簾４（及び橇
５）、回収ネット８を海中に下ろし、橇５を海底に着底させる。
【００２５】
　次に、この状態でポンプ２を駆動させる。そうすると、ストレーナ６から海水が連続的
に吸引され、この吸引された海水は、海水吸引用ホース７ａを通って吸入口２ａからポン
プ２内に流入するとともに、排出口２ｂから排出され、海水吐出用ホース７ｂを通ってエ
ジェクター３の絞り管１２へと流下する。絞り管１２は、流入口１２ａ側に対して流出口
１２ｃ側の口径が絞られているため、その分だけ流速が増加し、ジェット噴流となって流
出口１２ｃから流出する。
【００２６】
　絞り管１２の流出口１２ｃから流出した海水のジェット噴流は、ベンド管１１の後半直
状部１１ｄ内に流入する。このとき、ベンド管１１の内径は、ポンプ２の排出口２ｂの口
径の１．２５倍、絞り管１２の流出口１２ｃの口径の２．５倍の大きさに設定されている
ため、ベンド管１１の後半直状部１１ｄ内において負圧が生じることになる。この負圧に
よって、ベンド管１１の吸入口１１ａからベンド管１１内へ向かって吸引力が生じ、この
吸引力によって、貝類吸引用ホース７ｃの先端に接続されている鋤簾４の吸い込みフード
１７から海水が連続的に吸引され、ベンド管１１内に流入する。
【００２７】
　絞り管１２の流出口１２ｃ、及び、ベンド管１１の吸入口１１ａからベンド管１１内に
流入した海水は、吐出口１１ｃから排出され、貝類吐出用ホース７ｄを通って回収ネット
８へと流下し、海中へ放出される。このように、ポンプ２を駆動させると、エジェクター
３の作用によって、鋤簾４の吸い込みフード１７から貝類吸引用ホース７ｃ、ベンド管１
１、及び、貝類吐出用ホース７ｄを経て、回収ネット８へと向かう海水の循環経路（捕集
貝類の移送経路）を、海中において形成することができる。
【００２８】
　一方、橇５を牽引ロープ９で引っ張りながら、作業船１０を前進させると、橇５は、海
底面に沿って作業船１０と共に前進していくことになる。上述の通り、橇５上に載置され
ている鋤簾４は、櫛歯状底部１３の先端部１３ａが、橇板１８ａ，１８ｂの底面よりも下
方へ突出するような状態となっているため、櫛歯状底部１３の先端部１３ａが、海底の砂
の中に潜った状態で、砂を掘り返しながら、橇５が前進していくことになり、このとき、
砂の中に棲息している貝類が、櫛歯状底部１３上に捕捉される。
【００２９】
　作業船１０及び橇５の前進に伴って、櫛歯状底部１３上に捕捉された貝類は、順次捕捉
されていく後続の貝類に押しやられて、次第に櫛歯状底部１３の傾斜を登っていき、最終
的に鋤簾４の後端部まで移動する。上述の通り、ポンプ２の駆動中においては、吸い込み
フード１７から海水が連続的に吸引され、回収ネット８へ向かって流下するようになって
いるため、上方において吸い込みフード１７が開口する鋤簾４の後端部まで移動した貝類
は、海水とともに吸い込みフード１７から吸引され、貝類吸引用ホース７ｃ、ベンド管１
１、及び、貝類吐出用ホース７ｄからなる捕集貝類の移送経路を介して回収ネット８へ移
送される。この作業をある程度の時間にわたって継続し、回収ネット８内に、十分な量の
貝類が捕集されたら、作業を一旦停止して、回収ネット８を作業船１０上に引き揚げて、
貝類を採取する。
【００３０】
　尚、本実施形態においては、貝類吸引用ホース７ｃの先端に、鋤簾４の吸い込みフード
１７が取り付けられているが、この吸い込みフード１７の替わりに、貝類吸引用ホース７
ｃの口径とほぼ同一口径で、鋤簾４の後端部において吸入口が開口するように固定された
吸入パイプを接続してもよい。また、吸い込みフード１７の下縁、又は、吸入パイプの先
端にブラシを取り付けるようにしてもよい。この場合、鋤簾４内に蓄積した砂、その他の
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底質の塊の表面に対して吸い込みフード１７の下縁又は吸入パイプの先端が密着してしま
うことを防ぐことができ、その結果、貝類吸引用ホース７ｃ内への海水の流入量の低下に
起因する貝類等の吸引量、移送量、及び、移送効率の低下を防止することができる。
【００３１】
　続いて、本発明の第２実施形態について説明する。本実施形態に係る吸引採取装置は、
図５及び図６に示すように、吸引部２０が、円環状の橇５、吸入パイプ２１、吸い込みフ
ード１７等によって構成されており、鋤簾が用いられていない点、及び、橇５として、全
方向に対応できるものが用いられている点で、図１に示した第１実施形態の吸引採取装置
１と異なっている。
【００３２】
　より具体的に説明すると、橇５は、外径１５～２０ｃｍ程度の中空パイプ材を円環状に
繋いで構成されており、海底面上において、前後、左右、斜めのいずれの方向に対しても
円滑に移動させることができるようになっている。橇５の中央の空間には、リング状ベー
ス２２が、四本のフレーム材１９（一端が橇５に対してそれぞれ固定されている）によっ
て保持されている。
【００３３】
　吸入パイプ２１は、下端に吸い込みフード１７（下方へ向かって拡開している）が取り
付けられており、上端には、ホース取付口２１ａが形成されている。尚、このホース取付
口２１ａには、貝類吸引用ホース７ｃが接続される。また、吸い込みフード１７の下縁に
は、ブラシ２６が取り付けられており、これにより、海底面に対し、吸い込みフード１７
の下縁が密着することを好適に防止することができる。
【００３４】
　吸入パイプ２１は、中心軸線が垂直となる向き（上下方向へ延在する向き）で、かつ、
取付位置を上下方向へ変更できるような状態で、リング状ベース２２に対して取り付けら
れている。より詳細には、リング状ベース２２には、中心を挟んで対向する二箇所から、
中心方向へ向かって突出する一対の平板状のブラケット２３，２３が取り付けられ、一方
、吸入パイプ２１には、外周面から外側へ向かって突出する一対の垂直なフラップ２４，
２４が取り付けられており、これら一対のブラケット２３，２３とフラップ２４，２４と
が、それぞれの孔に挿通されたボルトの締結によって連結され、これにより、リング状ベ
ース２２に対して吸入パイプ２１が保持固定されている。
【００３５】
　尚、図５及び図６に示すように、フラップ２４，２４には、複数個のボルト挿通孔が、
縦方向へ所定の間隔をおいた位置に開設されており、ボルトを挿通する孔を変更すること
により、リング状ベース２２及び橇５に対する吸入パイプ２１の高さ位置を自在に変更す
ることができる。
【００３６】
　吸入パイプ２１の中間部付近には、作業船から吸引部２０を牽引する際に用いる牽引ロ
ープを係止するための、牽引ロープ係止用リング２５が取り付けられている。この牽引ロ
ープ係止用リング２５は、吸入パイプ２１の外周面上において摺動可能なように、即ち、
吸入パイプ２１の周りを自在に回動できるように取り付けられている。
【００３７】
　本実施形態に係る吸引採取装置において使用される吸引部２０は、上述の通り、橇５と
して、全方向に対して円滑に移動できるものが使用され、また、牽引ロープ係止用リング
２５が、橇５の中央において垂直に保持された吸入パイプ２１の周りを自在に回動できる
ように構成されているため、作業船から、吸引部２０を牽引ロープで引っ張りながら貝類
の採取作業を行う際、作業船の進路変更に対して、吸引部２０を好適に追随させることが
でき、採取作業を円滑に継続することができる。
【００３８】
　尚、本実施形態においては、橇５として、中空パイプ材を円環状に繋いで構成したもの
が使用されているが、中空パイプ材を多角形状（例えば、五角形、六角形、或いは、八角
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形の環状）に繋いで構成したものを使用することもできる。また、橇５の構成材料として
は、必ずしも中空パイプ材には限定されず、環状に形成した板材の外周縁及び内周縁がそ
れぞれ上方へ反り上がった橇板を用いることもできる。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　現在、アサリ漁においては、資源の枯渇を防止するために、動力を使用した機械的な手
段による漁獲方法が禁じられていることが多いが、本発明の吸引採取装置は、極めて効率
的に貝類の採取を行うことができるため、将来的にアサリを始めとする貝類の漁獲の省力
化が必要になった場合等に、好適に利用することができる。また、現状においても、漁場
環境改善を目的とした調査用器材として利用することができる。更に、アサリの稚貝の斃
死を防ぐ目的で、稚貝の一部を一時的に採取して移動させ、適切な環境下においてアサリ
を生育させるような場合にも利用することができ、漁場環境の保全、修復を図ることがで
きる。
【符号の説明】
【００４０】
１：吸引採取装置、
２：ポンプ、
２ａ：吸入口、
２ｂ：排出口、
３：エジェクター、
４：鋤簾、
５：橇、
６：ストレーナ、
７：ホース、
７ａ：海水吸引用ホース、
７ｂ：海水吐出用ホース、
７ｃ：貝類吸引用ホース、
７ｄ：貝類吐出用ホース、
８：回収ネット、
９：牽引ロープ、
１０：作業船、
１１：ベンド管、
１１ａ：吸入口、
１１ｂ：前半直状部、
１１ｃ：吐出口、
１１ｄ：後半直状部、
１１ｅ：湾曲部、
１２：絞り管、
１２ａ：流入口、
１２ｂ：前半部、
１２ｃ：流出口、
１２ｄ：後半部、
１２ｅ：絞り部、
１３：櫛歯状底部、
１３ａ：先端部、
１４：側方メッシュ部、
１５：後方メッシュ部、
１６：上方メッシュ部、
１７：吸い込みフード、
１７ａ：ホース取付口、
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１８ａ，１８ｂ：橇板、
１９：フレーム材、
１９ａ，１９ｂ：側部、
２０：吸引部、
２１：吸入パイプ、
２１ａ：ホース取付口、
２２：リング状ベース、
２３：ブラケット、
２４：フラップ、
２５：牽引ロープ係止用リング、
２６：ブラシ、
ＣＬ１，ＣＬ２，ＣＬ３：中心軸線

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(10) JP 5851788 B2 2016.2.3

【図５】

【図６】



(11) JP 5851788 B2 2016.2.3

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  桑原　久実
            茨城県神栖市波崎７６２０－７　独立行政法人水産総合研究センター　水産工学研究所内
(72)発明者  岡本　博
            千葉県柏市増尾４－８－２７　日本アスピー株式会社内
(72)発明者  鈴木　義行
            茨城県土浦市板谷４丁目６６８番１５号　有限会社前興内

    審査官  竹中　靖典

(56)参考文献  特開２００４－２０８５９１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－００００４３（ＪＰ，Ａ）　　　
              実公昭２５－００３０３０（ＪＰ，Ｙ１）　　
              特開昭５４－０３５４０３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５７－１５１８９６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１４６７６７（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭５３－０９１９９０（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００５－２８２１５５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５７－１１０１３０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５６－０８１７９３（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開平０３－００２０５３（ＪＰ，Ｕ）　　　
              実開昭５９－１０７８６４（ＪＰ，Ｕ）　　　
              登録実用新案第３０３８８０４（ＪＰ，Ｕ）　　　
              実公昭１２－００２１７３（ＪＰ，Ｙ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ０１Ｋ　　８０／００
              Ａ０１Ｋ　　７９／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

