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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　養殖槽と、
　前記養殖槽の底部に一定の間隔で配設される給水配管と、
を有し、
　前記給水配管が、側面に一定のピッチで噴出口を備え、
　前記噴出口が、噴出口中心を通る法線を中心として左右に１５度以上の方向に水を噴出
することを特徴とする砂地生息水中生物の養殖装置。
【請求項２】
　前記噴出口のピッチが、前記給水配管の間隔より小さいことを特徴とする請求項１に記
載の養殖装置。
【請求項３】
　前記給水配管が、閉鎖端を有さないことを特徴とする請求項１または２に記載の養殖装
置。
【請求項４】
　前記給水配管の噴出口が、隣接する給水配管の噴出口と対向しないことを特徴とする請
求項１～３のいずれかに記載の養殖装置。
【請求項５】
　前記養殖槽の中央部から排水することを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の養
殖装置。
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【請求項６】
　前記養殖槽の内壁周辺に設置される旋回流発生装置を有することを特徴とする請求項１
～５のいずれかに記載の養殖装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、砂地生息水中生物の養殖装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　クルマエビ類は、多くの国々で食用に供されている代表的な砂地生息性甲殻類である。
特に、クルマエビ（Ｍａｒｓｕｐｅｎａｅｕｓ　ｊａｐｏｎｉｃｕｓ）は、砂地生息性甲
殻類の代表的な種であり、日本国では高級食材として広く用いられている。クルマエビは
、夜行性であり、日中は砂中に潜り込み、夜間の限られた時間帯に索餌のために砂上に出
て活動する。
【０００３】
　クルマエビの養殖技術は、約５０年前に成立した。日本国などの生育に不適な冬期のあ
る地域では、通常、水温が上昇する４・５月ころから種苗を投入して養殖を開始し、約６
ヶ月かけて成長させた後、９月末から年末にかけて出荷する。水温低下で成長が止まる冬
季は飼育を行わず、この期間に養殖池または養殖水槽から水を抜き、清掃作業を行う。冬
季でもクルマエビが成長可能な水温を保つことができる温暖な地域では、市場で品薄にな
る冬季に出荷できるよう養殖して、１１月頃から５月頃まで出荷し、種苗を生産している
５月から７月の間に養殖池または養殖水槽の清掃作業を行う。
【０００４】
　クルマエビの養殖方法は、大きく分けて２種類の方法がある。
　第一の方法は「瀬戸内式」と呼ばれ、海岸に築堤した池で潮汐の干満を利用して池水の
入れ替えを行う方法である。池底に約１０～２０ｃｍの厚さの砂層を作り水深２ｍ位に海
水を張り、１日１回程度の換水を行って、残餌、排泄物、脱皮殻などの汚染物を排水と共
に排出する。大潮の干潮時には水門を開けて排水し、池の掃除をする。水の入れ替えのた
め、潮位と池の高さを調整し、最適な水位が維持できるようにする。水門には、エビの流
出と他の水棲生物の侵入を防ぐフィルターを設置する。瀬戸内式は、台風や高潮などの被
害や天候などの影響を受けやすいが、種苗の稚エビを低密度で放養し飼育する、比較的人
手を必要としない養殖方法である。
【０００５】
　第二の方法は「かけ流し式」と呼ばれ、陸上に設けた池や水槽の底に砂を敷き、ポンプ
で汲み上げた新鮮な海水をかけ流して換水して、汚染物を排出しながら飼育する方法であ
る。堤防などを建設する必要がなく、供給する海水をフィルターでろ過することにより、
水質を良好に維持することが可能で、飼育密度を比較的高くすることができる。かけ流し
式は、ポンプを稼働する電気代やフィルター代などのランニングコストが嵩み、また、沈
殿した汚染物や砂中に埋もれた汚染物を完全に排出することができない。
【０００６】
　上記した従来の養殖方法のほかに、水槽の底から１０～１５ｃｍ離してメッシュなどで
二重底を設け、この二重底の上に砂層を敷き、海水を砂層の上から下に向けて、常時排水
することによって汚染物を排出する、いわゆる流水式と呼ばれる方法がある。流水式は、
１日数回中央の排水装置から大量に排水し、この大量の排水とともに滞積した汚染物を排
出する。流水式は、瀬戸内式、かけ流し式と比べて、狭い面積で高い生産量を挙げること
ができるが、換水率を１日３～４回と高くするため大容量のポンプが必要でありランニン
グコストが高い。
【０００７】
　上記したように、従来のクルマエビの養殖装置の最も深刻な問題点は、クルマエビの生
育環境である砂層が汚染物により汚染されることである。砂層中に残された汚染物は、微



(3) JP 5913717 B1 2016.4.27

10

20

30

40

50

生物によって分解されアンモニアや硫化水素等の有害物質となる。クルマエビは、汚染さ
れた領域を避けて汚染の少ない領域に集中するが、クルマエビが集中することで糞等が溜
まり短期間で汚染が進行する。このことが繰り返されて汚染の少ない領域は徐々に減少し
、クルマエビの生息域は養殖槽の一部のみとなり、養殖槽内での実際の飼育密度は、養殖
槽の面積から算出される飼育密度よりも高くなる。クルマエビの飼育密度が高くなり、生
育環境が劣悪となると、ストレスが増大してクルマエビの成長速度が低下し、また、クル
マエビ同士が相互に傷つけあい品質が低下する。また、不衛生な環境により細菌症、真菌
症、ウイルス症等の病害を発生させ、クルマエビの斃死をひき起こし、生産量が減少する
。
　生産量を増やすためにクルマエビの飼育密度を高くすると、生育環境がより一層悪化し
て、病害が発生しやすくなり、斃死するクルマエビが増加して生産性が低下してしまう。
　また、飼育密度を抑え適切に管理してクルマエビを生産した場合も、養殖池または養殖
水槽の砂層には汚染物が蓄積し、場合によってはヘドロ化して固化する。そのため、次年
度の種苗投入前までに飼育海水を完全に排出して、砂層を掘り起こして日光や空気にさら
して清浄な海水で洗浄する、または新しい砂に入れ替えるといった清浄化作業が必要であ
る。
【０００８】
　クルマエビは、１９８０年代後半には年間３０００トンを超える量が養殖されていたが
、近年は年１６００トン前後と低迷している。これは、上記したように、クルマエビ養殖
の難しさ、病害を受けやすく生産性が低いこと、人手を要し作業負担が大きいこと等が原
因である。
　このような問題を抱える従来のクルマエビ養殖方法に対して、汚染物を砂層から効率的
に除去する養殖装置ないし養殖方法がいくつか提案されている。
　例えば、特許文献１には、中央部に排出口を設け、排出口の周囲は表面がコンクリート
の給餌領域とし、その周囲に砂層の生育領域を設け、砂層内に水の吹出し口を設けて残餌
による汚染から生育領域を分離するとともに、生育砂中に汚染物等が蓄積することを防止
した養殖水槽が開示されている。
　特許文献２には、水層を遮光性のハウスで覆い水面で１００ルクス以下の明るさにして
、水槽では有益細菌を増殖させて透視度を５０ｃｍ以下とし、水槽底に夜行性のクルマエ
ビが潜る砂層を設けない生育方法が開示されている。
　特許文献３には、外部環境から遮断した飼育槽の砂層下方に注水部を設け、強アルカリ
海水を供給して病原体の繁殖を防止した養殖システムが開示されている。
　特許文献４には、通水性多孔質体の上に砂床を設けて、該多孔質体の下から外部海水を
供給し、円形水槽の周壁に沿って設けられた環状の浄化槽を通して供給し、循環機構を２
段に増強して強制的に水をかき混ぜて旋回流を強化し、水中の汚物を円形水槽底部の中央
部に設けられた排水管方向に移動させる養殖装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開昭６１－２９３３２５号公報
【特許文献２】特開２００６－２１７８９５号公報
【特許文献３】特開平１１－１６９０１１号公報
【特許文献４】特開２００２－３６０１１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、甲殻類等の砂地生息水中生物の生息環境である砂層の全面を常時清潔に保ち
、高品質の砂地生息水中生物を、速い成長速度で、高密度で生産できる養殖装置を提供す
る。
【課題を解決するための手段】
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【００１１】
　本発明者らは、砂地生息水中生物の養殖に関する本質的な問題点を把握するため、鋭意
検討を重ねて本発明に至った。すなわち、本発明者らは、生育環境劣化の主な原因が、従
来の養殖装置、養殖方法では除去することが難しい砂層中に閉じ込められて残存する汚染
物であることを突き止め、砂層中に捕捉されている汚染物を水層に効率的に放出して、砂
層全面を清浄な状態に保ち、良好な生育環境を維持することができる養殖装置を開発した
。
【００１２】
　具体的な構成は以下のとおりである。
１．養殖槽と、
　前記養殖槽の底部に一定の間隔で配設される給水配管と、
を有し、
　前記給水配管が、側面に一定のピッチで噴出口を備えることを特徴とする砂地生息水中
生物の養殖装置。
２．前記噴出口のピッチが、前記給水配管の間隔より小さいことを特徴とする１．に記載
の養殖装置。
３．前記給水配管が、閉鎖端を有さないことを特徴とする１．または２．に記載の養殖装
置。
４．前記給水配管の噴出口が、隣接する給水配管の噴出口と対向しないことを特徴とする
１．～３．のいずれかに記載の養殖装置。
５．前記噴出口が、噴出口中心を通る法線を中心として左右に１５度以上の方向に水を噴
出することを特徴とする１．～４．のいずれかに記載の養殖装置。
６．前記養殖槽の中央部から排水することを特徴とする１．～５．のいずれかに記載の養
殖装置。
７．前記養殖槽の内壁周辺に設置される旋回流発生装置を有することを特徴とする１．～
６．のいずれかに記載の養殖装置。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の養殖装置は、養殖槽の底面全面に均一に噴出口を配置することにより、砂層中
の残餌、排泄物、脱皮殻などの汚染物を、砂層全面から水層中へ効率的に放出し、水中に
浮遊している汚染物を養殖槽から排出して、硫化水素等の有毒物質の発生を抑えることが
できる。砂層全面を清潔に保ち、水層から汚染物を排出して、砂層全体を清潔に保つこと
ができる。
　本発明の養殖装置により、砂層全面を清潔な状態に保つことができ、砂層全面を砂地生
息水中生物の生息域として利用することができる。砂地生息水中生物は、部分的に集中せ
ず、砂層全面に均一に分布して、少ない給餌量で速い成長速度が達成される。本発明の養
殖装置により、低い斃死率と高い養殖密度でクルマエビを生産でき、単位面積あたりの生
産量を大幅に高めることができる。本発明の養殖装置は、砂地生息水中生物に与えるスト
レスが少なく、高品質の砂地生息水中生物を生産することができる。
　本発明の養殖装置は、砂層中に残留する汚染物が少ないため、養殖終了後の砂層の清掃
、交換の頻度を少なくすることができ、場合によっては砂層の清掃、交換が不要である。
砂層の清浄化にかかる時間が短く、場合によっては清浄化することなく、次の養殖を始め
ることができ、養殖装置の稼働時間を高めることができ、年間の生産量を大幅に高めるこ
とができる。
【００１４】
　噴出口のピッチを、給水配管の間隔より小さくすることにより、砂層全面に均一に水を
供給することができる。
　給水配管に閉鎖端を設けないことにより、閉鎖端を設けた場合と比べて圧力損失が小さ
くなり、給水配管の各噴出口から噴出する水の勢いを均一にすることができる。
　噴出した水は、砂層内を通り、砂上に流出するが、砂層に厚みムラや浄化不良が発生す
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ることがある。その原因の一つが、砂層内での水流の挙動であることを解明し、配管と噴
出口の位置、および形状を特定した。隣接する給水配管の噴出口同士が対向しないように
配管することにより、隣り合う給水配管の噴出口から噴出する水が衝突せず、砂層の各部
を透過する上向水流の流速のバラツキが小さくなり、砂層に厚みムラが生じない。
　噴出口から、噴出口中心を通る法線を中心として左右に１５度以上の方向に水を噴出す
ることにより、広角に水を噴出することができ、砂層の広域に水を供給することができる
。
　養殖槽の中央部から排水することにより、養殖槽の各部分から排水装置までの距離を短
くすることができ、砂層全面から水層に放出される汚染物を、効率的に排出することがで
きる。
　旋回流発生装置により旋回流を発生させ、砂層を緩く撹拌することにより、上向水流に
より砂層表面に運ばれた汚染物や、砂層内に埋もれている汚染物が、水層に放出されやす
い。また、旋回流による砂層の緩い撹拌は、自然の波や潮の満ち干きによる砂の撹拌と同
様に作用し、クルマエビ等の生息環境をより自然環境下に近づけ、クルマエビ等のストレ
スを低減することができる。この際、養殖槽の中央部から排水することにより、旋回流に
より養殖槽の中央部に集めた汚染物を、より効率的に排出することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の養殖装置の一実施形態の模式図。
【図２】図１においてII方向から見た養殖装置内部の模式図。
【図３】図１においてIII方向から見た給水配管に備えられた噴出口からの水の流れの模
式図。
【図４】円形の養殖槽に同心円状に給水配管を配設した本発明の養殖装置。
【図５】給水配管が閉鎖端を有さない本発明の養殖装置。
【図６】図１におけるIＶ部分の拡大図。
【図７】隣り合う二本の給水配管の噴出口が対向しない給水配管の拡大図。
【図８】水平方向断面で内側が狭く外側が広い噴出口から水を噴出する模式図。
【図９】２個以上の独立した細孔からなる噴出口から水を噴出する模式図。
【図１０】旋回流発生装置を有する本発明の養殖装置。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の養殖装置は、砂層全面から汚染物を水層に放出して、砂層を清浄な状態に保つ
ことができ、砂地に生息する砂地生息水中生物の養殖に好適に利用することができる。本
発明の養殖装置で養殖することのできる砂地生息水中生物としては、例えば、クルマエビ
、ガザミ、シャコ等の甲殻類、アサリ、シジミ、ハマグリ等の貝類、ヒラメ、カレイ等の
魚類等を挙げることができる。
【００１７】
　本発明の養殖装置の一実施形態の模式図を図１に示す。
　一実施形態である養殖装置１００は、養殖槽１０の底部に一定の間隔で配設される１０
本の給水配管２０を有し、各給水配管２０が、側面に一定のピッチで１１個の噴出口２１
を備える。また、養殖槽１０の中央部に排水装置３０を有する。
　図１においてII方向から見た養殖装置１００内部の模式図を図２に示す。また、図１に
おいてIII方向からみた給水配管２０に備えられた噴出口２１からの水の流れの模式図を
図３に示す。
　養殖装置１００は、給水配管２０側面の噴出口２１から、給水配管２０の側方に水を噴
出する。給水配管２０は、砂層１１底部に埋設されており、噴出口２１から側方に噴出し
た水は、砂層１１内を進みながら次第に拡散する。噴出口２１から噴出した水は、養殖槽
１０の底面に遮られて下方へ進行できないため、全体的には上向きの水流（以下、上向水
流という。）に変化し、砂層１１を下から上に透過する。砂層１１に上向水流が透過する
ことにより、砂層１１を形成する砂粒子の充填度合いが緩まり、砂層１１に捕捉されてい
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た残餌、糞、脱皮殻などの汚染物を砂層１１上方の水層１２に放出することができる。
【００１８】
　給水配管２０上方の砂層１１の厚さは、養殖する砂地生息水中生物の種類等により適宜
選択されるが、クルマエビを養殖する場合は、１０～４０ｃｍの範囲が好ましい。給水配
管上方の砂層１１が１０ｃｍより薄いと、砂層１１底部に給水配管２０を配置した場合に
クルマエビが潜り込む砂床として厚さが不十分となり、また上向水流や養殖槽内での水流
により砂が流されて厚みムラが生じやすい。給水配管上方の砂層１１が４０ｃｍより厚い
と、汚染物を捕捉する砂層１１が厚くなり、砂層１１から汚染物を放出させるという効果
が弱まる。また、砂層１１の透水抵抗が増加して、上向水流を発生するために給水配管２
０に高い圧力で水を供給する強力なポンプが必要となり高コストとなる。
　砂層１１を構成する砂は、養殖する砂地生息水中生物の種類に応じて選択することがで
きる。例えば、クルマエビを養殖する場合は、川砂、海砂等を使用することができ、粒径
の中央値が０．５～１．５ｍｍ、０．２ｍｍ以下の砂が２０～５０％含まれる砂が好まし
い。
　水層１２の深さ（水深）は、養殖する砂地生息水中生物の種類や必要な水量等に応じて
、適宜設定すればよい。
【００１９】
　養殖槽１０は、コンクリート、繊維強化プラスチック（ＦＲＰ）、樹脂シート等で形成
された水槽、または、海岸等に築堤した養殖池を用いることができる。水が漏れにくく、
また、強度が強く、大量の砂と水とを収容することができるため、コンクリート製の水槽
が好ましい。養殖槽１０は、外部からの有害ウイルスや有害生物の侵入を防ぐために、外
部環境から遮断されていることが好ましい。養殖槽１０の形状は、例えば、四角形、六角
形、八角形等の多角形、これら多角形の角部を曲面にした形状、円形や楕円形等を挙げる
ことができる。
【００２０】
　給水配管２０は、養殖槽１０の底部に一定の間隔で、養殖槽１０の底面全面にほぼ均一
に分布するように配設する。給水配管２０は、樹脂製であることが、錆びないため好まし
い。また、曲げることができない剛直なもの、曲げることができる柔軟なもののいずれを
用いることができるが、内部に水圧がかかっていない状態でも、砂層１１の重みで潰れな
い剛直なものが好ましい。給水配管２０は、例えば、同心四角状、同心円状等に配設する
ことができる。また、一本の給水配管２０を正弦波状、矩形波状、渦巻状等に配設するこ
とができる。一例として、円形の養殖槽１０に同心円状に給水配管２０を配設した養殖装
置１０１を図４に示す。図４において、図１と同一の部材には同一の符号を付す。隣接す
る給水配管２０の間隔は、５ｃｍ以上１００ｃｍ以下の範囲で配設することが好ましく、
１０ｃｍ以上５０ｃｍ以下であることがより好ましい。隣接する給水配管２０の間隔が５
ｃｍより小さいと、給水配管２０の本数が多くなり設置作業が煩雑となり、また、クルマ
エビ等が潜り込める領域が少なくなる。隣接する給水配管２０の間隔が１００ｃｍより大
きいと、噴出口２１から噴出する水が隣接する給水配管２０の近傍に届きにくくなる。
　図５に、各給水配管２０の端部を連通管２２で接続した養殖装置１０２を示す。図５に
おいて、図１と同一の部材には同一の符号を付す。給水配管２０が、閉鎖端を有さず端部
が連通管２２で接続していると、給水配管２０中の圧力損失が小さくなり、給水配管２０
の各噴出口２１から水をより均一に噴出することができる。
【００２１】
　図１におけるIＶ部分の拡大図を図６に示す。
　給水配管２０は、側面に一定のピッチ（ｂ）で噴出口２１を備える。噴出口２１のピッ
チ（ｂ）は、給水配管２０の間隔（ａ）より小さいことが好ましい。噴出口２１のピッチ
（ｂ）を給水配管２０の間隔（ａ）より小さくすることで、砂層１１の広域に均一に水を
供給することできる。
　ここで、図６に示す給水配管２０は、隣り合う二本の給水配管２０ａ、２０ｂの噴出口
２１ａ、２１ｂが対向している。この際、それぞれの噴出口２１ａ、２１ｂから噴出する
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水の勢いが強すぎると、この二本の給水配管２０ａ、２０ｂの中間付近で衝突する。衝突
した水は、上方に強く流れるため、衝突箇所における上向水流は、他の地点における上向
水流よりも強くなり、衝突箇所上方の砂が流れて砂層１１に厚みムラが生じ、クルマエビ
等が潜り込める領域が少なくなる場合がある。
【００２２】
　図７に、隣り合う二本の給水配管２０ｃ、２０ｄの噴出口２１ｃ、２１ｄが対向しない
給水配管２０の拡大図を示す。給水配管２０ｃの噴出口２１ｃと、隣接する給水配管２０
ｄの噴出口２１ｄとが対向しないとは、給水配管２０ｃの噴出口２１ｃの中心を通る給水
配管壁の法線と、隣接する給水配管２０ｄの噴出口２１ｄの中心を通る給水配管壁の法線
との距離（ｂ’）が、噴出口２１ｃ、２１ｄのピッチ（ｂ）の０．２倍以上であることを
意味する。給水配管２０ｃの噴出口２１ｃの中心を通る給水配管壁の法線と、隣接する給
水配管２０ｄの噴出口２１ｄの中心を通る給水配管壁の法線との距離（ｂ’）は、噴出口
２１ｃ、２１ｄのピッチ（ｂ）の０．３倍以上であることがより好ましく、０．４倍以上
であることがさらに好ましく、０．５倍であることが最も好ましい。
　給水配管２０ｃの噴出口２１ｃの中心を通る給水配管壁の法線と、隣接する給水配管２
０ｄの噴出口２１ｄの中心を通る給水配管壁の法線との距離（ｂ’）が、噴出口２１ｃ、
２１ｄのピッチ（ｂ）の０．５倍のときに、それぞれの噴出口２１ｃ、２１ｄから隣接す
る給水配管２０ｃ、２０ｄの近傍まで水を噴出すると、砂層１１の各部分における上向水
流の勢いが均一となるため、砂層に厚みムラが発生しにくい。
【００２３】
　噴出口２１の開口形状は特に制限されず、円形、楕円形、長円形、四角形等を挙げるこ
とができる。噴出口２１の最大径は０．５ｍｍ以上５ｍｍ以下が好ましく、１ｍｍ以上３
ｍｍ以下がより好ましい。噴出口２１の最大径が０．５ｍｍより小さいと、異物等によっ
て詰りやすくなる。また、必要量の水を噴出させる場合に、流速が速くなり過ぎて、噴出
口２１近傍の砂が流れ、砂層１１に厚みムラが生じて、クルマエビ等の潜り込むことがで
きる砂床面積が減る場合がある。また、砂層１１内に強い水流が流れるとクルマエビ等に
ストレスを与えてしまう。噴出口２１の最大径が５ｍｍより大きいと、必要量の水を噴出
させる場合、水流が弱くなり噴出口２１から離れた領域まで水が届きにくくなる場合があ
る。
【００２４】
　水は、給水配管２０側面に設けられた噴出口２１から給水配管２０の側方に噴出する。
なお、本発明において、側方とは、水平方向を中心として上下にそれぞれ３０度以内、す
なわち水平方向を中心として６０度以内の方向を意味する。水平方向を中心として上下に
３０度以内の方向に水を噴出することにより、水平方向でより遠くに水を到達させること
ができる。
　上方に噴出する水は、砂粒子の隙間を広げて砂層１１を膨張させ、砂層１１内を進みな
がら次第に拡散する。一方、下方に噴出する水は、養殖槽１０の底面に衝突して渦流とな
り、衝突箇所周辺の砂を流してしまい、また、衝突して流速を失い遠くまで届かない。そ
のため、水の噴出方向は、水平方向から上方であることが、水平方向から下方であること
よりも好ましい。具体的には、上方に３０度から下方に２０度までの範囲であることが好
ましく、上方に２０度から下方に１０度までの範囲がより好ましく、上方に１５度から下
方に５度までの範囲がさらに好ましく、上方に１０度から水平方向までの範囲であること
が特に好ましく、水平方向に噴出することが最も好ましい。
【００２５】
　噴出口２１が、水平面内で給水配管２０の法線を中心として左右に１５度以上の方向、
すなわち３０度以上の広角で水を噴出すると、砂層１１の広域に水を供給することができ
る。水平面内で給水配管２０の法線を中心として左右に１５度以上の方向に水を噴出する
方法としては、噴出口２１を給水配管２０の内側で狭く外側で広くなるようにして扇型に
水を噴出する（図８）、複数個の独立した細孔２１１で噴出口２１を形成し、各細孔２１
１から異なる方向に水を噴出する（図９）等の方法を挙げることができる。加工性や、給
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水配管２０の強度等の点から、噴出可能な角度は、給水配管２０の法線を中心として左右
に約６０度までである。ここで、噴出口２１が複数個の独立した細孔２１１から形成され
る場合、噴出口２１の中心とは、複数個の細孔２１１位置の中心部を意味する。
【００２６】
　噴出口２１から噴出する際の水の流速は、２．５ｃｍ／秒以上１００ｃｍ／秒以下が好
ましく５ｃｍ／秒以上７０ｃｍ／秒以下であることがより好ましく、１０ｃｍ／秒以上５
０ｃｍ／秒以下であることがさらに好ましい。流速が２．５ｃｍ／秒より遅いと、噴出口
２１から噴出した水が遠くまで届かない。流速が１００ｃｍ／秒より速いと、噴出口２１
近傍の砂が流され、砂層１１がクルマエビ等が潜り込むのに必要な厚さ以下となる場合が
ある。また、強い水流はクルマエビ等にストレスを与える。
【００２７】
　養殖装置１００は、砂層１１全面を下から上へ透過する上向水流を生成する。上向水流
は、砂層１１を形成する砂粒子の充填度合いを緩め、砂層１１に捕捉されていた残餌、糞
、脱皮殻等の汚染物を砂層１１上方の水層１２に放出する。水層１２に放出された汚染物
は、排水装置３０により系外に排出される。排水装置３０は、複数個設置してもよい。ま
た、排水装置３０には、クルマエビ等の流出を防止するためのフィルタ３１を設置する。
養殖槽１０の中央部に排水装置３０を設けることにより、養殖槽１０の各部分から排水装
置までの距離を短くすることができ、砂層１１全面から水層１２に放出される汚染物を、
効率的に排出することができる。
【００２８】
　排水装置３０は、排水ポンプ、所定水位以上の水を排水する円筒状排水装置や排水溝等
を挙げることができる。また、バルブ、水位センサ等を用いて間欠的に排水してもよい。
図１、２に示す一実施態様である養殖装置１００は、排水装置３０として、養殖槽１０の
中央部に円筒状排水装置を有する。円筒状排水装置は、排水口に接続されて砂の流出を防
止するパイプ３２と、パイプ３２を取り囲み、クルマエビ等の流出を防ぐ円筒状のフィル
タ３１とからなる。図１、２に示す円筒状排水装置は、外部出口３３の高さにより水位を
調整しているが、パイプ３２の上部開口端からオーバーフローで排水して水位を調整する
こともできる。また、フィルタ３１の上面と上部側面を開口部を有さない領域とし、パイ
プ３２上部開口端の高さをフィルタ３１の開口を有さない領域以上の高さとして、サイフ
ォンの原理で排水することもできる。水位の調節が容易であるため、外部出口３３の高さ
で水位を調整することが好ましい。円筒状排水装置は、任意の箇所に設置することができ
、駆動源が不要で低コストであり、また、外部出口３３やパイプ３２の高さにより、水位
を調整することができる。
【００２９】
　旋回流発生装置４０を養殖槽１０の内壁周辺に設置することにより、水層１２に旋回流
を発生させることができる。水層１２に旋回流を発生させる旋回流発生装置４０としては
、循環ポンプ、水車式循環装置等を挙げることができる。旋回流発生装置４０として循環
ポンプを使用することが、旋回流の流速を調整しやすく、また、水中に酸素を供給するこ
とができるため好ましい。この際、養殖槽１０は、旋回流が円滑に流れるように角部を有
さないことが好ましく、円形、楕円形、または多角形の角部を曲面に加工した形状が好ま
しい。また、養殖槽１０が、多角形の角部を曲面に加工した形状である場合には、旋回流
発生装置４０の放水口を辺の長さの２分の１以下の長さ、かつ、隣接する壁面の一方寄り
に、一定間隔で２個以上設置すれば、効率的に旋回流を生成することができる。図１０に
、角部を曲面に加工した四角形状の養殖槽１０の対向する二辺に、旋回流発生装置４０と
して放水口が辺の長さの２分の１以下である循環ポンプを、隣接する壁面の一方寄りに設
置した養殖装置１０３を示す。なお、図１０において、図１と同一の部材には同一の符号
を付す。
【００３０】
　深さ方向での旋回流の流速は、浅い部分で速く、深くなるほど、すなわち砂層１１に近
づくほど遅くなる。旋回流の流速は、砂層１１表面の砂粒子を緩く撹拌する程度が好まし
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く、クルマエビ等の甲殻類を養殖する場合、その水深にもよるが、水層１２表面における
旋回流の流速は５～３０ｃｍ／秒程度である。
　適切な流速の旋回流は、砂層１１の表面を緩く撹拌して、上向水流によって砂層１１表
面に運ばれた汚染物や、砂層１１内に埋もれている汚染物を、水層１２に放出しやすくす
る。また、適度な砂層１１表面の撹拌は、波や潮の満ち引きによる砂の撹拌と同様に作用
し、クルマエビ等の生息環境をより自然環境下に近づけ、クルマエビ等のストレスを低減
する。それに対し、旋回流の流速が速すぎると、砂層１１表面の砂粒子が巻き上がり、砂
層１１に厚みムラが生じて養殖対象のクルマエビ等の潜り込める領域を狭めてしまう場合
がある。また、流速が速すぎるとクルマエビ等にストレスを与える。
　旋回流により、水中に浮遊する汚染物を養殖槽１０の中央部に集めることができる。こ
の際、養殖槽１０中央部から排水すると、養殖槽１０中央部に集まった汚染物をより効率
的に排出することができる。なお、排水装置３０のフィルタ３１を通過できない脱皮殻等
の大型の汚染物は、フィルタ３１付近に集まったところを、網等で適宜すくい取り廃棄す
ればよい。なお、旋回流の流速が速すぎると、水層１２に放出されて浮遊している汚染物
を、養殖水槽１０中央部に集束させずに全体に拡散させてしまうため、上記したように、
砂層１１表面の砂粒子を緩く撹拌する程度が好ましい。
【００３１】
　給水配管２０からの水供給量は、通常、１日当たり砂層１ｍ２に０．５～５ｍ３（０．
５ｍ３／１ｍ２・日以上５ｍ３／１ｍ２・日以下）の範囲である。砂層１１中の汚染物を
水層１２へ放出する能力は、上向水流の速さと広がり方によって決まるので、水供給量が
０．５ｍ３／１ｍ２・日より少ないと、砂層１１の浄化効果が弱くなる。水供給量が５ｍ
３／１ｍ２・日より多いと、砂層１１が流動して不安定となり、養殖対象の砂地生息水中
生物にストレスを与える。
【００３２】
　養殖に必要な新鮮水の総給水量は、養殖槽１０に貯留されている水の量と換水率で決ま
る。新鮮水の総給水量が、給水配管２０からの水供給量より多い場合は、給水配管２０か
ら新鮮水を給水し、余剰の新鮮水は養殖槽１０か旋回流発生装置４０に直接供給する。新
鮮水の総給水量が、給水配管２０からの水供給量より少ない場合は、新鮮水に養殖槽１０
内の水を加えて給水配管２０から給水する。
【実施例】
【００３３】
　次に、本発明を実施例に基づいて説明するが、本発明はこれらのみに限定されるもので
はない。
「養殖装置」
　縦８ｍ、横８ｍ、高さ１．２ｍのコンクリート製角型水槽を養殖槽とした。養殖槽は、
中央部に口径１００ｍｍの排水口と、この排水口を同心円状に取り囲む口径２００ｍｍの
パイプ取付溝を有する。口径２００ｍｍの樹脂製パイプを、樹脂製パイプの上面が養殖槽
底面から２０ｃｍの高さになるようパイプ取付溝に嵌合した。クルマエビの流出を防ぐフ
ィルタとして、縦３ｍｍ、横３ｍｍの網目を有する円筒状の樹脂製ネットを、樹脂製パイ
プの外周に高さ１２０ｃｍとなるように取り付けた。排水口の外部出口には、養殖槽内の
水が一定の高さ（１ｍ）に達すると自動で養殖槽外部へ排水するように、口径１００ｍｍ
の樹脂製パイプを養殖槽底面から１ｍの高さになるよう設置した。
　給水本管として、直径５０ｍｍの樹脂製パイプを、養殖槽の一壁面の中央部に上方から
下方へ向けて設置し、養殖槽底面で養殖槽壁面に沿って左右に４ｍずつ分岐した。養殖槽
底面で分岐した給水本管には、給水配管を接続する接続穴が２０ｃｍ間隔で計４０ヶ所形
成されている。この接続穴に、両側面に直径１．０ｍｍの噴出口が２０ｃｍピッチで形成
されている樹脂製ホースからなる長さ８ｍの給水配管を接続して、養殖槽の底面全面に給
水配管を２０ｃｍ間隔で設置した。給水配管の噴出口は、上方に１０度から水平方向の範
囲であり、また、隣り合う二本の給水配管の噴出口は対向している。
【００３４】
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　川砂を１５ｃｍの高さで敷き詰めて砂層を形成した。排出口に嵌合した樹脂製パイプは
、砂層表面から５ｃｍだけ突出しており、排水口から砂の流出を防ぐことができる。上記
したように、水は、養殖槽底面から１ｍまで溜まるので、水深は８５ｃｍ（＝１００ｃｍ
－１５ｃｍ）となる。この給水本管にろ過海水を送水すると、砂層の全面から水が湧き上
がり、各給水配管に設けられた噴出口から噴出した水が、砂層全面で上向水流を形成して
いることが確認できた。
　循環ポンプとして０．２５ｋｗの水中ポンプ１台を、養殖水槽壁面に砂層から３０ｃｍ
の高さに吊るし、排水口が水面と平行になるように設置した。また、循環ポンプの吸水口
に、クルマエビの吸い込みを防止する樹脂製ネットと酸素供給用チューブとを取り付けた
。循環ポンプを稼働すると、養殖槽内の水は、水層表面における流速が２０ｃｍ／秒で旋
回した。
【００３５】
「実施例１」
　養殖槽の総給水量を換水率２回転／日とし、総給水量の全てを給水配管から連続的に供
給した。給水配管からの水供給量は１．７ｍ３／ｍ２・日、噴出口からの水の噴出速度は
５０ｃｍ／秒と算出できる。
　水中の溶存酸素量を７±１ｍｇ／Ｌで維持し、体重５．６ｇ前後のクルマエビを３２０
０尾収容して飼育を開始した。
　給餌飼料は、株式会社ヒガシマル製クルマエビ用配合飼料を用い、１日１回、日没後に
投与した。日々の給餌量は飼料メーカーが推奨する給餌率を基礎として、収容尾数と体重
から適正量を算出した。また、樹脂製ネットの網目を通過できない脱皮殻等の大型の汚染
物は、適宜取り除いた。
　飼育期間中は、毎日、潜水作業により斃死、脱皮状況、残餌などを観察した。また、毎
日朝夕の二回、飼育水の水温、溶存酸素量、ｐＨを、ポータブル溶存酸素・ｐＨ計（東亜
ディーケーケー株式会社製、装置名：ＤＭ－３２Ｐ）で測定した。
　飼育開始から１４週後、全てのクルマエビを取上げて飼育を終了した。
【００３６】
「比較例１」
　従来の養殖方法であるかけ流し式（換水率は０．５回／日）とした以外は上記実施例１
と同条件でクルマエビを飼育した。
　以下、本発明の養殖装置で飼育した実施例１を試験区、従来のかけ流し式で飼育した比
較例１を対照区と記す。
【００３７】
「硫化物濃度測定」
　４週間毎に、養殖槽中央部と、養殖槽の外壁から約１ｍの壁周辺部における砂中の硫化
物濃度を気体濃度測定器（株式会社ガステック製、ヘドロテック－Ｓ用検知管、気体採取
器Ｍｏｄｅｌ　８０１）を用いて測定した。
「クルマエビの検量」
　２週間毎に、飼育クルマエビの中から無作為に１００尾を取り上げて重量を秤り、重量
を尾数で除して平均体重を算出した。
【００３８】
「硫化物濃度の測定結果」
　試験期間中の硫化物濃度を表１に示す。
【００３９】
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【表１】

【００４０】
　試験区では、養殖槽中央部の砂は、４週目まで硫化物が検知されず、１２週目に最も高
い２１．２ｍｇ／ｇが検知された。また、養殖槽の壁周辺部では、８週目まで硫化物は検
知されず、１２週目でも０．２ｍｇ／ｇという微量であった。
　それに対し、対照区では、養殖槽中央部の砂は、４週目の時点で試験区の１２週目とほ
ぼ同じ２２．２ｍｇ／ｇの硫化物が検知され、その後も上昇を続けて１２週間後には５０
．８ｍｇ／ｇとなった。また、養殖槽の壁周辺部では、４週目に１．４ｍｇ／ｇの硫化物
が検知され、その後も飼育の経過に従って砂中の硫化物濃度は上昇し、１２週後には１０
．０ｍｇ／ｇとなった。
　硫化物は、試験区、対照区ともに養殖槽の壁周辺部より中央部において高濃度で検知さ
れた。これは、循環ポンプが生成する旋回流により、汚染物が養殖槽中央部に集積したた
めである。
　試験区は、養殖１２週後でも、排水口周辺を除けば、硫化物が殆ど蓄積していない。硫
化物が少ないことは他の汚染物質も少ないことを示しているので、養殖終了後の洗浄作業
で除去すべき汚染物は排水口周辺に集中している。そのため、本発明の養殖装置は、養殖
終了後の砂層等の洗浄を、排水口周辺のみで行えばよく、洗浄作業を著しく簡略化、さら
には省略することができる。
【００４１】
「クルマエビの生育状態」
　表２に平均体重の推移を、表３に増肉量の推移を示す。増肉量とは、２週経過前後の平
均体重の差、すなわち２週間の間の体重増加量である。

【表２】

【表３】

【００４２】
　表２から、試験区のクルマエビの平均体重は、対照区のクルマエビの平均体重を飼育期
間を通して上まわっていた。また、表３から、何れの期間でも試験区のクルマエビの方が
対照区より高い増肉量を示し、成長が早いことが確認できた。
【００４３】
　表４に、飼育試験結果のまとめを示す。なお、給餌率と増肉係数は、飼育期間中に与え
た飼料量（Ｆ）、飼育日数（Ｄ＝９５日）と、試験開始時と終了時の収容尾数と平均体重
とから、以下の式で表される。
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　給餌率＝Ｆ／［Ｄ×｛（Ｎｆ＋Ｎ０）／２｝×｛（Ｗｆ＋Ｗ０）／２｝］×１００
　増肉係数＝Ｆ／［｛（Ｎｆ＋Ｎ０）／２｝×（Ｗｆ－Ｗ０）］
【表４】

　試験区の歩留まりは９２％と、対照区の８６％を大きく超えていた。対照区の歩留まり
も８６％と一般的な従来のクルマエビ養殖の歩留まり（６０－７０％）より高いが、これ
は、約５．６ｇにまで成長した稚エビで養殖を開始したためである。本発明の養殖装置を
、実際の養殖条件、養殖期間で用いれば、従来方法よりも１０％以上歩留まりが向上する
と推測される。
【００４４】
　試験区のクルマエビの給餌率は、１．８％であり、対照区の給餌率２．０％より低かっ
た。給餌率が低いことは、少ない飼料でより高い増肉が得られたことを意味する。このこ
とは試験区のクルマエビの増肉係数が対照区のクルマエビのそれより優れることとも一致
する。すなわち、試験区が、対照区と比較してクルマエビにとって成長に適した環境であ
ったことが確認できた。
【００４５】
　一般的なクルマエビ養殖現場の生産量は１ｍ２あたり５００ｇ前後であるが、本実施例
の試験区では飼育終了時の収容密度が１２９２ｇ／ｍ２と、一般的なクルマエビ養殖生産
量の約２．６倍のクルマエビを飼育できた。対照区でも１０７２ｇ／ｍ２という高い収容
密度であったが、これは、上記したように約５．６ｇにまで成長した稚エビで養殖を開始
したためである。
　上記したように、本発明の養殖装置を用いた試験区では、砂層が清潔に維持されている
ため、出荷終了後に砂層の洗浄作業を著しく簡略化、さらには省略することができる。砂
層の洗浄作業が不要な場合、養殖終了後に直ちに次の稚エビを収容することができる。養
殖期間を６カ月とすると、養殖終了後に直ちに次の養殖を開始することで、年に２回の生
産が可能となる。本発明の養殖装置は、１２９２ｇ／ｍ２の密度でクルマエビを収容する
ことができるため、約２．６ｋｇ／１ｍ２・年の生産量が期待でき、従来と比較して５倍
以上の生産性を有している。
【００４６】
「クルマエビの姿形」
　試験区と対照区で養殖されたクルマエビのヒゲ（第二触角）の長短を調査した。全長よ
り長いヒゲを有する個体は試験区で約８割、対照区で約４割であった。ヒゲの長さが頭胸
部より短い個体は試験区では見当らず、対照区では約３割であった。
　一般に、クルマエビを高密度で養殖するとヒゲが短くなる。これは、クルマエビを高密
度で飼育すると密度ストレスを受け、互いに攻撃し合うためである。試験区は、対照区よ
りもヒゲの長いクルマエビが多く、同一の大きさの養殖槽を用いたにも関わらず、試験区
の方が、対照区よりもクルマエビの飼育密度が低かった。試験区と対照区とで飼育密度に
違いが生じた理由は、以下のように推測される。
　試験区は、砂中の硫化物の発生を砂層全面にわたって抑制できており、クルマエビは、
砂層全面に分散して生活すると考えられ、養殖槽の面積から算出した飼育密度でクルマエ
ビを飼育できた。
　それに対し、対照区は、硫化物濃度の高い領域が存在する。硫化物の蓄積した砂は、嫌
気的環境下にあり、酸素濃度が低く生活域として適さない。クルマエビは、硫化物濃度が
高い領域にはほとんど潜砂せず、硫化物濃度が低い領域に集中するため、実際の飼育密度
は、養殖槽の面積から算出した飼育密度よりも高くなった。
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【００４７】
　本発明の養殖装置でクルマエビを養殖すると、少ない給餌率で速い成長速度が達成され
、著しく高い歩留まりと養殖密度でクルマエビを生産できる。また、養殖と、次の養殖と
の間の期間を短くでき、養殖装置の稼働率を高くすることができる。さらに、クルマエビ
は、姿形も評価の対象とされ、ヒゲが長いほど高値で取引されるが、本発明の養殖装置に
より、ヒゲが長く市場で高値で取引されるクルマエビを生産することができる。
【符号の説明】
【００４８】
１００　養殖装置
１０　　養殖槽
１１　　砂層
１２　　水層
２０　　給水配管
２０ａ～２０ｄ　給水配管
２１　　噴出口
２１ａ～２１ｄ　噴出口
２１１　細孔
２２　　連通管
３０　　排水装置
３１　　フィルタ
３２　　パイプ
３３　　外部出口
４０　　旋回流発生装置
 
１０１～１０３　養殖装置
【要約】　　　（修正有）
【課題】甲殻類等の砂地生息水中生物の生息環境である砂層の全面を常時清潔に保ち、高
品質の砂地生息水中生物を、速い成長速度で、高密度で生産できる養殖装置を提供する。
【解決手段】養殖槽１０と、養殖槽１０の底部に一定の間隔で配設される給水配管２０と
、を有し、給水配管２０が、側面に一定のピッチで噴出口２１を備える砂地生息水中生物
の養殖装置１００。
【選択図】図２
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