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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子部品製造工場から排出される廃棄物を、海洋で養殖される稚貝または稚魚の成長促
進の栄養素として用い、稚魚または稚貝を養殖する海洋に設置した養殖用の筏の外周囲を
覆う網状の覆いを設け、前記電子部品製造工場から廃棄された酸素富化ガスの微細気泡と
前記電子部品製造工場の蒸気ボイラから排気する二酸化炭素ガスの微細気泡を前記網状の
覆い内に供給し、前記網状の覆いの目開きのサイズを０．３ｍｍ～０．５ｍｍとする前記
稚貝または前記稚魚の養殖方法。
【請求項２】
　養殖される稚貝がカキ、ホタテ貝、アコヤ貝、シロチョウ貝、クロチョウ貝、アオヤギ
、トコブシ及びアワビであることを特徴とする請求項１記載の養殖方法。
【請求項３】
　養殖される稚魚が鯛、ヒラメであることを特徴とする請求項１記載の前記稚魚の養殖方
法。
【請求項４】
　電子部品製造工程で用いる窒素ガス製造装置からの排気ガスを、海底に供給して溶存酸
素濃度を高くして、稚貝または稚魚の成長を促進させることを特徴とする請求項１または
請求項２または請求項３記載の養殖方法。
【請求項５】
　電子部品製造工程で用いる蒸気ボイラの排ガスを、海底に供給して海洋の水温を制御す
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るとともに、海草の光合成及び植物プランクトンを増殖させて稚貝または稚魚の成長を促
進させることを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の養殖方法。
【請求項６】
　電子部品製造工程で用いる純水製造装置のＲＯ膜から排出する濃縮水を海洋に供給し、
前記濃縮水にはポリカルボン酸とカリウム及びカルシウム又はマグネシウムが化合した塩
である高分子化合物が存在し、稚貝の殻の成長を促進させるカルシウム源又はマグネシウ
ム源としたことを特徴とする請求項１、２、４、または５のいずれかに記載の養殖方法。
【請求項７】
　有機排水処理工程において、生物処理をする嫌気処理した後処理水に含まれる窒素およ
びリン成分を、稚貝または稚魚及び海草に供給して成長を促進させることを特徴とする請
求項１乃至６のいずれかに記載の養殖方法。
【請求項８】
　養殖用の筏にロープを降しそのロープに係止した養殖篭を設け、養殖される稚貝の種類
によって、前記稚貝の前記養殖篭を遮光性又は光透過性を選択することを特徴とする請求
項１または請求項６記載の稚貝の養殖方法。
【請求項９】
　養殖用の筏にロープを降しそのロープに係止した養殖篭を設け、前記養殖篭の中に海草
種苗付リングまたはサンゴを具備していることを特徴とする請求項１または請求項６また
は請求項８記載の稚貝の養殖方法。
【請求項１０】
　養殖用の筏にロープを降しそのロープに係止した養殖篭を設け、稚貝の養殖篭の中に海
草を共生させて、成長を促進させることを特徴とする請求項１または請求項６または請求
項８または請求項９記載の稚貝の養殖方法。
【請求項１１】
　稚貝の養殖用の筏の周囲に海底まで樹脂製の網を具備したことを特徴とする請求項１乃
至１０のいずれかに記載の養殖方法。
【請求項１２】
　稚貝の成長を促進させる方法であって、窒素ガス製造装置からの排気ガスをマイクロバ
ブル発生装置で微細気泡となった前記排ガスを用いて溶存酸素濃度を高くして、稚貝また
は稚魚の成長を促進させることを特徴とする請求項１乃至１１のいずれかに記載の稚貝ま
たは稚魚の養殖方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電子部品製造工場から排出する排ガスを利用した魚介類の養殖方法であり、特
にカキ、ホタテ貝、アコヤ貝、シロチョウ貝、クロチョウ貝、アオヤギ、トコブシ及びア
ワビの稚貝の成長を著しく促進させることができる養殖方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　カキ、ホタテ貝、アコヤ貝、シロチョウ貝、クロチョウ貝、アオヤギ、トコブシ及びア
ワビの稚貝養殖では、これらの貝を網製の養殖用篭等の中に入れて海中に吊るしている。
養殖用篭は稚貝の大きさによって網目のサイズを任意に選定することができる。
【０００３】
　たとえば、ホタテ貝では、養殖をしてから販売できる大きさに成長するまでの期間は２
年から３年かかり、その期間中の成長する貝の大きさによって、網目のサイズを大きくし
た養殖用篭に取り替えたり、篭の中の貝の数量を減らしたりしている。
【０００４】
　また、海中での養殖時に篭に海草や浮遊ゴミが付着することが多いため、潮の通りがよ
く、且つ、貝への栄養分が充分確保できる場所で養殖筏を組むが、篭に海草や浮遊ゴミが
付着することは完全に避けられない為、その場合も篭を取り替えている。
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【０００５】
　養殖用篭の取り替え期間は設置場所にもよるが、１ヶ月から１２ヶ月程度であり、養殖
する稚貝が小さい時は成長が著しいため、この取り替え期間も短い。
【０００６】
　このような背景のなかで、養殖する貝を入れる養殖用篭の内部または外部に海草を植生
したり、海草をシートに植生させて、海草の光合成の作用で発生する酸素を養殖用篭内の
貝に供給して酸欠防止を図ることが知られている（特許文献１）。
【０００７】
　また、地上にて飼育水槽を用いて、その水槽の遮光率を８０％から１００％になるよう
に遮光するとともに、海水を稚貝の生育に適した温度調整をして酸素を供給し、水槽内の
溶存酸素量９ｍｇ／ｌ～１５ｍｇ／ｌの範囲とする方法が知られている（特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平７－１９４２７０号
【特許文献２】特開２００７－１９００１４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　近年、地球温暖化に伴い、熱帯性及び亜熱帯性の微生物や貝類が沿岸に住み着き、従来
から日本近海に生息するカキ、ホタテ貝、アコヤ貝、シロチョウ貝、クロチョウ貝、アオ
ヤギ、トコブシ及びアワビの稚貝の成長を阻害している。
【００１０】
　理由は、海水温度の上昇により、熱帯性及び亜熱帯性の微生物や貝類が沿岸に住み着き
、これらの微生物や貝類が多く繁殖して、酸素消費を行う為に酸素欠乏状態となるためで
ある。
【００１１】
　また、河川等から海洋への流入に際して、水質汚濁防止法、都道府県の条例で排出規制
があり、浄化された水が汽水域に流れ、栄養分が乏しくなっている。
【００１２】
　また海洋においては、海洋表層水の溶存酸素は稚貝の成長に充分の酸素（３ｍｇ／ｌ以
上）があるが、太陽光の影響により、熱帯性及び亜熱帯性の微生物が活性繁殖し結局、酸
素不足に陥る。
【００１３】
　海洋に深層部では無機質等のミネラル成分は豊富にあるが溶存酸素量が低い場所であり
、この場所での稚貝の養殖は不向きであり、魚介類の稚魚及び稚貝の餌となる藻類等の植
物プランクトンが充分に光合成できないため大量に繁殖できる環境ではなく、前記植物プ
ランクトンの存在が少ないためにその植物プランクトンを捕食する動物プランクトンの存
在が少なく、稚魚の養殖には不向きである。
【００１４】
　また、稚魚又は稚貝の成長には昼夜を問わず酸素を供給が必要であり、その酸素供給の
費用と成長した貝の出荷価格で採算性が合わない為である。
【００１５】
　特許文献１は、海草と稚貝をほぼ同一の場所に設置して、海草の光合成の作用で発生す
る酸素を養殖用篭内の貝に供給して酸欠防止を図るものであるが、海洋の深層では、太陽
光の透過量が低く、海草の光合成による酸素の発生を期待できなく、少ない溶存酸素を海
草が消費してしまい、稚貝の成長に必要な酸素量が充分に供給できない。
【００１６】
　また、稚貝の貝殻の成長に必要なカルシウム成分については海水や植物プランクトンか
らの摂取であり、稚貝の成長促進を強制して実施していない。
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【００１７】
　また、特許文献２は、地上にて飼育水槽を用いて、その水槽の遮光率を８０％から１０
０％になるように遮光するとともに、海水を稚貝の生育に適した温度調整をして酸素を供
給し、水槽内の溶存酸素量９ｍｇ／ｌ～１５ｍｇ／ｌの範囲とする方法であり、その設備
が大きくなり設備が複雑化しコストもかかる。
【００１８】
　また、海洋の自然条件化での稚貝の養殖ではなく、自然界の微量なミネラル分を成長す
る稚貝が摂取することが困難の為、成長した貝は完全に人工の貝となり、自然界の貝との
食感や風味も異なる。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明は上記課題に鑑みて想到されたものであり、電子部品製造工場で使用される窒素
ガス製造装置からの排出する排ガス（酸素濃度約３０％の酸素富化ガス）、蒸気ボイラか
ら排気する二酸化炭素ガス、純水製造のＲＯ膜からでる濃縮水に含まれるカルシウム成分
、工場の食堂から排出する有機排水等の廃棄物を、稚貝の成長促進用物質として夫々を配
管により海底に供給することで、稚魚又は稚貝に対して自然界でストレスを極力抑えなが
ら、成長に必要且つ、充分な溶存酸素等の成長促進用物質を供給できる稚貝の養殖方法を
提供するものである。
【００２０】
　近年、電子部品製造工場は、瀬戸内海などの湾岸地域で立地しているため、この電子部
品製造の生産工程で使われる薬液やガス等の廃液及び排気ガスを一次産業である水産業、
特に貝の養殖用の栄養源や基質に使用することで、廃棄物を資源化することができ、自然
界に近い状態での魚介類の成長速度が早まることを発明者は見出した。
【００２１】
　電子部品製造工場（例えば、半導体製造工場、液晶モジュール製造工場等）では、製造
工程で用いる窒素ガスを大気中の空気から精製する深冷式や、ＰＳＡ式の窒素ガス製造装
置が設置されている。
【００２２】
　この窒素ガスを製造する際の副産物として、初めに二酸化炭素が排出され、その後、酸
素濃度が約３０％で温度が３℃から５℃程度の低温の酸素富化ガスが排気ガスとして放出
される。
【００２３】
　この酸素富化ガスを海洋に設置した貝の養殖用の筏の海底まで供給することで、貝の養
殖用の筏近傍の溶存酸素濃度を上昇させることができ、カキ、ホタテ貝、アコヤ貝、シロ
チョウ貝、クロチョウ貝、アオヤギ、トコブシ及びアワビの稚貝の成長促進、言い換えれ
ば貝のエラ呼吸を速めることができる。
【００２４】
　貝のエラ呼吸が速くなると植物プランクトンを摂取する量が増え、貝の成長に必要な基
質成分（例えば、酸素、窒素、水素、炭素）や、無機質（例えばリン、カリウム、カルシ
ウム、マグネシウム等）の吸収が促進する。
【００２５】
　また、電子部品製造工場の蒸気ボイラから排気する４０℃から８０℃の二酸化炭素ガス
を、海洋に設置した貝の養殖用の筏の海底まで供給することで、海水の温度を約２０℃か
ら２５℃に調整でき、貝の活性化の環境を生み出すことができると同時に、海草、藻類の
光合成を促進することとなり、植物プランクトンが増え、貝の成長に役立てることができ
る。
【００２６】
　貝の種類でトコブシ及びアワビは光を好まないため、海洋に設置した貝の養殖用の筏に
連係した養殖用篭には遮光性、且つ、透水性の繊維を貼ることで成長促進ができる。
【００２７】
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　また、純水製造工程で用いるＲＯ膜からの濃縮水にはカリウム成分、カルシウム成分及
びマグネシウム成分が含まれる為、この濃縮水と、工場の食堂から排出する有機排水処理
工程での処理水（窒素、リンが含まれる）を混合して別の系統の配管で、海洋に設置した
貝の養殖用の篭の近傍に供給することで、マグネシウム成分及びカルシウム成分はポリカ
ルボン酸と合成しているが、海水によってカルシウム溶液及びマグネシウム溶液に分離さ
れ、貝の殻の成長を促進させることができ、窒素、リン等は海草、藻類の生育を促進させ
ることができる。
【００２８】
　尚、海洋に窒素及びリンの供給には地域による排出規制があるため、陸上で藻類である
植物プランクトンに有機排水処理工程での処理水の窒素及びリン等を供給して、植物プラ
ンクトンを生育してから、海洋に設置した貝の養殖用の篭の近傍に供給することで、稚貝
の成長を促進させることができる。
【００２９】
　さらに前記酸素富化ガスの供給において、任意の配管の位置で海水と前記酸素富化ガス
を用いてマイクロバブル発生装置において、酸素富化の微細気泡をさらに細かい気泡とし
て海洋に設置した稚魚または稚貝の養殖用の筏の海底から供給することで海水中の溶存酸
素の濃度を高めることができる。
【００３０】
　このように、海洋に設置した稚魚または稚貝の養殖用の筏周囲に稚魚または稚貝の栄養
分を供給することで、藻類である植物プランクトンが増殖し、それを稚貝や、動物プラン
クトンが捕食する食物連鎖を人工的に行える環境状態とすることができる。
【００３１】
　次に魚介類の養殖用筏については、従来海洋に使用している筏を用いるが、筏を構成す
る枠材の外周部に海底から約２０ｃｍまで到達するナイロンやポリエステルの樹脂製の通
気可能な網状の覆いを外周の周囲に設け、この覆いの海底部での端部には棒状の錘を具備
することで、海底等での波の圧力でこの覆いが浮遊することを抑制できる。
【００３２】
　これにより、潮流を妨げることがなく、電子部品製造工場から廃棄された酸素富化ガス
の微細気泡や、二酸化炭素ガスの微細気泡等を稚貝及び海草、藻類に必要な基質成分を筏
の外周から海洋に流出することを抑制できる。
【００３３】
　尚、ナイロンやポリエステルの樹脂製の通気可能な網状の覆いの目開きのサイズは任意
のサイズでよいが、潮流を妨げることなく、微細気泡が覆いで囲われた部分に留まる効率
を考慮すると覆いの目開きのサイズは０．３ｍｍから０．５ｍｍが好ましく、海底まで敷
き詰める袋形状のものが好ましい。
【００３４】
　また、養殖用の筏に連係した篭の目開きのサイズは、稚貝の成長に応じて交換すること
が好ましく、少なくとも、篭の目開きのサイズは稚貝が篭から落ちることがないサイズが
好ましい。
【００３５】
　また、養殖用の筏に連係した篭の大きさは、養殖用の筏に応じたサイズが好ましく、
少なくとも、連係した篭と篭が接触しないサイズが好ましい。なぜなら、接触による振動
は、稚貝が成長を妨げる働きをするからである。
【００３６】
　また、養殖用の筏に連係した篭の内側の底部には、海草や藻類を植生する市販の海草種
苗付リングが具備されている。
【００３７】
　さらに、植生する海草はワカメが良く、稚貝が成長し、産卵期に卵を産み付けるにはワ
カメが最適であり、日本の殆どの沿岸で生育させることができるからである。
【００３８】
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　また、貝の殻の表面にフジツボが付着することがあるが、酸素富化ガスまたは二酸化炭
素ガスの微細気泡（例えば０．２～０．５μｍの気泡）が貝の殻に接触することで、貝の
殻を洗浄でき、フジツボの付着を防止できる。
【００３９】
　この微細気泡は稚貝が成長に対して、振動等のストレスとはならず、特に酸素富化ガス
の微細気泡は貝の殻に接触することで海洋に溶存酸素として溶け込みやすくなる。
【００４０】
　本発明において、電子部品製造工場から排出する排ガス、廃液を利用した魚介類の養殖
方法で稚魚または稚貝の生育環境を整え、一例として海洋である自然界で稚貝を短期間（
約１１ヶ月）に出荷できる大きさに成長させることができた。
【発明の効果】
【００４１】
　本発明によれば、潮流を妨げることがなく、電子部品製造工場から廃棄された酸素富化
ガスの微細気泡と二酸化炭素ガスの微細気泡を筏の外周から海洋に流出することを抑制で
きる。また、電子部品製造工場から排出する排ガス及び廃液の供給を制御して海洋の養殖
筏に連係した篭の中の稚貝または養殖筏の中の稚魚を短期間で成長させることができた。
【００４２】
　また、本発明によれば、電子部品製造工場からの廃棄物を稚貝の養殖に成長促進用物質
として有効活用できるため、安価で大量の貝および魚類（例えば鯛、ヒラメ）を短期間で
出荷できる。
【００４３】
　また、必要以上の成長促進用物質を供給しないように制御することで、海洋汚染の防止
にも寄与できる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の稚貝の養殖の概略構成図である。
【図２】本発明の稚貝の養殖に係る概略平面図である。
【図３】本発明の稚貝の養殖用篭の内部の状態図である。
【図４】海洋における本発明と自然界の溶存酸素の濃度比較図である。
【図５】海洋における本発明と自然界の稚貝の成長比較図である。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
　以下に本発明を実施例を用いて説明する。
【実施例１】
【００４６】
　本発明の一例として稚貝の養殖に係る実施形態を図１から図５を用いて説明する。
【００４７】
　図１は本発明の稚貝の養殖の概略構成図であり、電子部品製造工場（例えば、半導体製
造工場、液晶モジュール製造工場、有機ＥＬディスプレイ製造工場等）１には、様々な製
造過程で、ガス、薬液、用水を用い各々の製造工程に供給される。
【００４８】
　例えば液晶モジュールの製造工場では、その製造工程で洗浄や、薬液濃度の希釈用に純
水が用いられるため純水製造装置２が具備されている。
【００４９】
　純水製造時には純水製造装置２にはＲＯ膜（逆浸透膜）からの透過水と濃縮水３が得ら
れ、透過水は必要な工程で用いられるが濃縮水３は排水される。
【００５０】
　この排水される濃縮水３には、透過水を得る為のスケール分散剤（高分子薬剤）等が入
っており、例えば、ポリカルボン酸とカリウム及びカルシウム又はマグネシウムが化合し
た塩である高分子化合物が存在する。
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【００５１】
　この高分子化合物であるポリカルボン酸塩は難分解性であるが、海水に投入すると前記
高分子化合物は分解されカリウム溶液や、カルシウム溶液又は、マグネシウム溶液として
養殖筏４に連係した養殖篭５の中の稚貝の成長促進用物質となる。
【００５２】
　このカリウム溶液やカルシウム溶液又はマグネシウム溶液は、稚貝の殻の成長に必要な
成長促進用物質であり、殻が成長し大きくなれば貝の身の部分も大きくなる。
【００５３】
　また電子部品製造工場１で使用する窒素ガス製造装置６は、空気を純度の高い窒素ガス
を精製するものであり、深冷分離法や、吸着法があり、吸着法にはＴＳＡ式やＰＳＡ式が
あり、最近ではＰＳＡ式が主流である。
【００５４】
　この窒素精製時には空気中の窒素以外の物資である酸素や二酸化炭素等を低温の排気ガ
スとして大気中に放出している。
【００５５】
　この排気ガスは酸素が約３０％の酸素富化ガスであり、窒素製造は圧力をかけて精製す
る為、前記酸素富化ガスの温度は窒素ガス製造装置６から排出した配管出口温度は約３℃
から５℃の低温の気体である。
【００５６】
　この酸素富化ガスを窒素ガス製造装置６の窒素製造の性能に支障がないように、先端が
フレア加工された配管で接続し、その配管を海洋まで伸ばし、海中に入る前段で、樹脂を
コーティングしたゴム製配管７と接続する。
【００５７】
　ゴム製配管７は、海洋に設置した貝の養殖筏４直下の海底で、図２に示すように外周の
四辺を接続し、海洋からの供給用の辺以外の３辺の配管に各々１箇所ずつ分岐管を接続し
、養殖筏４の中心部に向けて配管を延ばし、夫々分岐した配管と３辺の配管が任意の距離
を持って並行に散気配管８を配置して前記酸素富化ガスを供給する。なお、図２では養殖
筏４は省略している。
【００５８】
　この場合、養殖筏４から海底までの深度が深いと圧力が高くなり、供給された酸素が約
３０％の酸素富化ガスは、微細気泡となり、ガス自体の温度及び海洋の深度の圧力、海水
温度の関係から溶存酸素濃度を高くすることができる。
【００５９】
　また、電子部品製造工場１では熱源の製造のため、蒸気ボイラ９が具備されており、こ
の蒸気ボイラ９の排ガスは高温（４０℃から８０℃）の二酸化炭素ガスが多く含まれる為
、この二酸化炭素ガスを、蒸気ボイラ９の排気煙突にフレアー配管を接続し、酸素富化ガ
スを供給する配管と地上で配管接続し、海底に高温の二酸化炭素ガスを供給する。
【００６０】
　海底に酸素富化ガスを供給する配管と同じ配管で、酸素富化ガスと二酸化炭素ガスを個
別または両方混合して供給することで、養殖筏４直下の海底の温度を１３℃～２５℃の間
に調整することができ、好ましくは１９℃から２２℃に調整することができ、この温度は
、カキ、ホタテ貝、アコヤ貝、シロチョウ貝、クロチョウ貝、アオヤギ、トコブシ及びア
ワビの稚貝の成長を促進させる最適な温度である。
【００６１】
　また、養殖筏４直下の海底の温度を１３℃～２５℃の間に調整し、溶存酸素濃度を高く
することができ、二酸化炭素ガスを供給することで、海草（特にワカメ）の成長が早くな
り、稚貝の餌となる藻類等の植物プランクトンも活性化させることができる。
【００６２】
　養殖筏４は大きさが、１辺が約１０ｍから２０ｍの正方形に組んだものを海洋に複数個
設置し、海底までアンカー（錘）を降ろして固定する。海洋の水深については、約５ｍか
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ら３０ｍが良く、貝の種類や貝の成長により水深を変化させることが好ましい。
【００６３】
　この養殖筏４に任意の間隔で海底に届くまでのロープを降し海底部分でアンカー（錘）
によって固定し、そのロープに任意の間隔を開けて養殖篭５を係止する。
【００６４】
　このとき、養殖篭５同士が接触しない距離で潮流を妨げないように養殖篭５をロープに
係止することで、自然界に近い状態で稚貝の成長を促進することができる。
【００６５】
　また、トコブシ及びアワビの稚貝は光を嫌う性質があるため、日光の透過度が低い場所
に養殖篭５を係止するか、養殖篭５の内側に遮光性の樹脂繊維（例えば、ポリエチレン：
ＰＥ、ポリエチレンテレフタレート：ＰＥＴ）を設置することで通気性があり、遮光でき
る環境を作ることができ、トコブシ及びアワビの稚貝の成長を促進できる。
【００６６】
　さらに、養殖筏４を構成する枠材の外周部に海底まで到達するナイロンやポリエステル
の樹脂製の通気可能な網状の覆いを外周の周囲に設け、この覆いの海底部付近の端部には
棒状の錘を具備することで、海底等での波の圧力でこの覆いが浮遊することを抑制できる
。
【００６７】
　この網状の覆いにより、外部からの大きな異物が養殖筏４に進入して、養殖篭５を破壊
することを防止できる。
【００６８】
　また、潮流を妨げることがなく、電子部品製造工場１から廃棄された酸素富化ガスの微
細気泡や、二酸化炭素ガスの微細気泡等を稚貝及び海草、藻類に必要な基質成分を筏の外
周から海洋に流出することを抑制でき、漁礁にもなる。
【００６９】
　尚、ナイロンやポリエステルの樹脂製の通気可能な網状の覆いの目開きのサイズは任意
のサイズでよいが、潮流を妨げることなく、微細気泡が覆いで囲われた部分に留まる効率
を考慮すると覆いの目開きのサイズは０．３ｍｍから０．５ｍｍが好ましい。
【００７０】
　つぎに養殖篭５の内側の構成について図３を用いて説明する。
【００７１】
　養殖篭５の材質は通気性のあるナイロンやポリエステルが好ましく、形状を維持する為
の芯材がステンレスであるＳＵＳ３１６にポリエステル塗装を施したものが耐候性や防錆
製の観点から優れている。また、形状は潮流の影響を抑制できる蓋つきの円筒形が好まし
い。
【００７２】
　養殖篭５の内側底部には市販の海草種苗付リング１０を設置し、ワカメの種苗を植生す
る。この海草種苗付リング１０の主成分はカルシウムが好ましく、海草種苗付リング１０
に替えてサンゴを敷き詰めても良い。
【００７３】
　養殖篭５には稚貝を入れるが、成長に応じて養殖篭５の大きさを変えることで、稚貝の
成長のばらつきを抑制することができる。
【００７４】
　また、電子部品製造工場１の食堂から排出する有機排水には窒素やリンが含まれており
、有機排水処理工程での生物処理（嫌気性処理）後の処理水１２を流量調整して、純水製
造装置２で用いるＲＯ膜からの濃縮水３と混合して、別の系統の配管で、海洋に設置した
貝の養殖用の篭の近傍に供給する。
【００７５】
　これにより、カルシウム溶液及びマグネシウム溶液は貝の殻の成長を促進させることが
でき、窒素、リン等は海草、植物プランクトンの生育を促進させることができる。
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　次に養殖筏４を設置する海洋における水深別の溶存酸素濃度について、自然界における
海洋の溶存酸素濃度と本発明での溶存酸素濃度は図４に示すように、水深が３０ｍの深い
場所での自然界での溶存酸素濃度は、水温１５℃において５．０ｍｇ／ｌと低いが、本発
明での水温１５℃における溶存酸素の濃度は水深が１０ｍから３０ｍでの溶存酸素濃度を
平均１１．５ｍｇ／ｌの環境を作ることができ、稚貝、植物プランクトンの生育を促進さ
せることができる。
【００７７】
　このように、電子部品製造工場１から排出する、排ガス、廃液を海洋において稚貝の養
殖に用いることで、図５に示すように自然界での稚貝の成長と、本発明の稚貝の成長を比
較した結果１２ヶ月の時点で、自然界でのアワビの大きさは約５ｃｍ程度であったが、本
発明でのアワビの大きさは９ｃｍを超えていた。
【実施例２】
【００７８】
　次の溶存酸素濃度を高くする方法について、実施例１との違いについて説明する。
図１及び図２の窒素ガス製造装置６からの酸素が約３０％の酸素富化ガスと二酸化炭素ガ
スの海底への供給配管の中段で、海洋から海水を取込む配管を具備し、酸素富化ガスと二
酸化炭素ガスを加圧ポンプで押し込みインジェクションを配管内に設けることで、微細気
泡の平均径が０．２から０．５μｍのマイクロバブルを発生させるマイクロバブル発生装
置１１を設置することで、養殖筏４直下の海底近傍から海面までの溶存酸素濃度を上昇さ
せることができる。
【産業上の利用可能性】
【００７９】
　本発明は、稚魚や稚貝の養殖に好適に利用することができる。
【符号の説明】
【００８０】
　１　電子部品製造工場
　２　純水製造装置
　３　濃縮水
　４　養殖筏
　５　養殖篭
　６　窒素ガス製造装置
　７　ゴム製配管
　８　散気配管
　９　蒸気ボイラ
　１０　海草種苗付リング
　１１　マイクロバブル発生装置
　１２　処理水
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