
アクアポニックスシステム～菜園タイプ～

取扱説明書



本商品について

この度は、『アクアポニックスシステム～菜園タイプ～』をお買上げ頂
き、誠に有難うございます。アクアポニックスをご家庭や学校、病院、介
護施設などの屋外で簡単に楽しむためのシステム一式です。
ご使用の前に、こちらの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用く
ださい。

商品の詳細

寸法 幅：約96cm×奥行：約61cm×高さ：約81cm

消費電力 15W（50Hz）、17W（60Hz） （水中ポンプ）

電気料金 月々292円～330円（水中ポンプ）

同梱物
容器×2、専用台、ハイドロボール×2、
水中ポンプ、各種配管
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同梱物

名称 数量 参考画像 参照番号

野菜ベッド 1 1

魚タンク 1 2

オートサイフォン㊤ 1 3

オートサイフォン㊦ 1 4

給水パイプ㊤ 1 5

給水パイプ㊦ 1 6

配管パイプ 1 7

ユニシール 1 8

コンパクトオン1000 1 9

ハイドロボール 1 10

※参照番号は、組立図と照らし合わせます



同梱物（専用スタンド）

※参照番号は６ページの組立イメージと照らし合わせます
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長さ

900mm 1

700mm 2

535mm 3

250mm 4

5

6

7

8専用接着剤

カラーパイプ

参考画像 参照番号
名称

ジョイント



. 設置場所を決めよう

まずシステムを設置する場所を決めます。日当たりと風通しがよく、電気
が確保できる水平な場所を選びましょう。本商品は、屋外への設置をおす
すめしています。(本体と水を合わせた重量は約200㎏となるため、屋内や
ベランダに設置する際は、床の耐荷重に注意してください）

スタンドを組み立てよう
設置場所を決めたら、組立図とP5を参考に専用スタンドを組み立てます。
パイプはジョイントにしっかり差し込み、仮組み立てをしてください。仮
組立て後、パイプとジョイントの隙間に専用接着剤を注入し固定します。
接着後は動かさず、24時間乾燥させてください。最後に、上段に野菜ベッ
ド（穴の空いた容器）、下段に魚タンクを置きます。

組立図 接着剤の注入

●日当たりと日照時間
植物を育てる以上、日当たりはとても重要となりま
す。6時間以上の日照時間が確保できる場所に設置
しましょう。魚タンクに直射日光が当たるとコケが
発生しやすくなるため、野菜ベッドのみに日光が当
たる環境が理想です。夏場はすだれなどで魚タンク
を遮光するとよいでしょう。

●メンテナンスのしやすさ
魚のエサやりや観察、収穫など、日々のメンテナン
スがしやすい場所に設置しましょう。近くに水と電
気が確保できる場所をお勧めします。
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パイプ３
パイプ１

パイプ２

パイプ４

ジョイント５

ジョイント６

ジョイント７



水中ポンプ本体にキスゴム（3個)と排
水コネクターを取付けましょう。
※『ストレーナー、給水コネクター』
は使用しません。

水中ポンプを設置しよう

給水パイプを設置しよう

給水パイプ㊤と給水パイプ㊦を組合わ
せます。このとき、外れないようしっ
かりと固定しましょう。
次に、水中ポンプと給水パイプ㊦を接
続し、給水パイプ㊤を野菜ベッドに掛
けるように取付けてください。

給水パイプ㊤㊦

横から見たイメージ正面から見たイメージ給水パイプ㊤㊦
組立図
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パーツ

次に、水量を調節します。
初めは”中～強“に設定してください。
稼働後、必要に応じて水量を調節し
ましょう。

最後に、水中ポンプを魚タンクへ設
置しましょう。
正面から見て、排水部分の反対側に
水中ポンプを設置してください。
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野菜ベッドの排水部分の配管を接続しよう

野菜ベッドの底にユニシール（付属品）をしっかりはめ込み
ましょう。その後、配管（参照番号７）をユニシールに差し
込みます。配管は上部10㎝程度残しましょう。

ユニシール（付属品） 取付けイメージ

オートサイフォンを設置しよう

取付けイメージオートサイフォン㊤

５.で取付けた配管の上部に、オートサイフォン㊤を設置しましょう。
オートサイフォン㊤と5.の配管が外れないよう、しっかりと固定します。
また、オートサイフォン㊤と野菜ベッドの間に隙間ができないよう設置し
てください。隙間があると、後工程9.ハイドロボール投入の際、ハイドロ
ボールが中に入ることがあります。



取付けイメージオートサイフォン㊦

排水配管を接続しよう

５.で取り付けた配管の下部（野菜ベッドの下）に、オートサイ
フォン㊦を接続しましょう。
システムを稼働し、水圧がかかると取れやすくなりますのでしっ
かり取付けてください。
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上段の野菜ベッドにハイドロボールをすべて投入しましょう。ハイドロ
ボールは洗浄済みですが、投入前に軽く洗い流すとより綺麗に使用できま
す。
※オートサイフォンが動かないように、一度に大量に投入せず、手で押さ
えながら少しずつ投入してください。

ハイドロボールとは
アクアポニックスに最適な培地。天然の頁岩を1,100℃以上
の高温で焼成したもの。多孔質構造によって、微生物が住み
やすい環境をつくります。

ハイドロボールを投入しよう

は へ変更※



水中ポンプに電源を入れよう

魚タンクに水を投入したら、水中ポンプの電源を入れて作動させま
しょう。
一時的に水が濁りますが、数時間で綺麗になります。
魚タンクから野菜ベッドに水が流れると、魚タンク内の水が少し減り
ますので、必要に応じてカルキ抜きした水を足しましょう。
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魚タンクに水を投入しよう

カルキを抜いた水*を魚タンク内、
7～8分目くらいまで投入しましょ
う。

これで設置は完了です！

*カルキ抜きの方法
カルキとは、塩素を含んだ石灰のことです。
カルキ抜きができていない水は魚やバクテリアに影響を及ぼします。
そこで、以下の方法でカルキ抜きを行います。

①市販のカルキ抜きを使用➡すぐに使用できます
②投入後丸一日放置する➡必ず丸一日置いた後、魚を投入して下さい。

水の循環
魚タンク内の水が給水キットを通り、上部の野菜ベッドに流れていき
ます。魚タンク内の水の水位が下がると同時に、野菜ベッド内の水が
オートサイフォンによって魚タンクに流れ、水が循環する仕組みです。



野菜ベッドへの水の流量を調整しよう（適宜）

野菜ベッドへ流入する水量を調整します。バルブのコックをひねり、「魚
タンクへ戻る水」と「野菜ベッドへ流入する水」の量が同じくらいになる
よう調整します。稼働後、必要に応じて調整してください。

魚を投入しよう

魚タンクに魚を投入します。基本的には、淡水魚であれば飼育可能です。
丈夫な金魚やコイなどがお勧めです。

魚が袋に入ったままの状態で魚タンクに30分～1時間浮かべ、水温を合
わせてから投入しましょう。

水温調整の様子
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魚の飼育目安

種類 数（目安）

金魚 20～25匹

コイ

(体長約20センチ)
5～7匹
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エアレーションをセットしよう（オプション）

水中に空気を送り込み、酸素を溶け込ますことを『エアレーション』
と呼びます。本商品は、エアレーションが必要ないように配管を組ん
でいますが、エアレーションがあるとより良い環境となります。

エアーポンプ、エアーストーン、エアー
チューブを接続し、魚タンク内に設置しま
す。エアーチューブはハサミなどで適度な
長さにカットしましょう。

魚タンク内のエアレーション

魚の健康状態
魚を投入したら、元気に育っているか毎日観察しましょう。水面で口をパ
クパクしている、底でじっとしている、エサを食べないなど、様子がおか
しい場合は、水質チェック（14ページにて後述）を行い、場合によっては
水換えを3分の1ほどを行います。

これでシステムの完成です。
ここからは、いよいよ循環の立ち上げです。
循環を理解し立ち上げることで、魚や植物を健康的
に育てることにつながります。



アクアポニックスの循環とは

アクアポニックスの循環（窒素循環）は、魚が排出するアンモニアからス
タートします。

アンモニアが発生し、自然界に存在する微生物（バクテリア）によって、
亜硝酸塩という物質に分解されます。さらに亜硝酸塩は硝酸塩へと分解さ
れます。この硝酸塩は、素晴らしい植物の栄養となります。
そして、植物の力によって綺麗にろ過された水は再び魚タンクへと戻り、
魚を元気にさせます。

この生態系の循環が一度起こると、システムは安定し、魚に影響を及ぼす
アンモニア濃度を最小限に保ち、植物にはたっぷりの栄養を与え続けてく
れます。

これは自然界において当たり前のように行われている日常。これをご家庭
やオフィスで身近に感じることができます。
次のページからは、この循環の成り立ちを見ていきましょう。

水の浄化
アンモニア
（NH4）

硝酸塩
（NO3-）

亜硝酸塩
（NO2-）

←
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循環（生態系）を立ち上げよう

ポイント
・ 魚のエサやりは1日1回少なめに。
・ 『API試薬』を使ってpH、亜硝酸塩、

硝酸塩濃度を2～3日に1度チェック。（下記参照）
・ アンモニアが3mg/Lまたは亜硝酸塩が5mg/Lを超えたら要対応。
・ 約2週間後、硝酸塩が発生したら立ち上げ完了！
・ 立ち上げ後は、メンテナンスが楽になります。

循環が立ち上がり、魚と植物にとって最適な環境となるには、約3～4
週間を要します。生き物が相手ですので、特に運転初期は水質チェッ
クが大切です。以下、検査方法を見ていきます。

①水質チェックの方法と頻度

水質は、市販されている試薬（「API試薬」が正確に測れます）を
使って計測しましょう。主にpH、アンモニア濃度、亜硝酸塩濃度、硝
酸塩濃度を計測します。

※「6 in 1」ではアンモニア濃度のみ計測できないので、計測する場
合 は別の試薬が必要となります。

6 in 1試験紙API試薬

②アンモニア濃度(NH4)とpHの計測

魚のエサやりは1日1回少量とすることで、アンモニアの発生を最小限に
します。エサは3分で完食できる量とし、食べ残しは取り除きます。
pHは、値が6.5～7.5の間であれば問題ありません。（この範囲外になっ
たときの対処法は21ページを参照）

循環は、アンモニアが微生物によって亜硝酸塩に分解されることからは
じまります。従って、アンモニア濃度が下がってきたら、微生物による
分解が始まった証拠です。
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③亜硝酸塩濃度(NO2-)の計測

次の分解は、亜硝酸塩が微生物により硝酸塩になります。従って、亜硝酸
塩の濃度が下がってきたら、微生物による分解がはじまった証拠です。

＜重要＞
アンモニア濃度が3mg/L、もしくは亜硝酸塩濃度が5mg/Lを上回った場
合は、エサやりを一旦やめるか量を減らします。濃度がそれでも下がらな
い場合は、魚タンク内の水を3分の1ほど換えましょう。

④硝酸塩濃度(NO3-)の計測

硝酸塩の発生を確認したら、循環が立ち上がってきた証拠です。
引き続き、アンモニアと亜硝酸塩濃度も計測しますが、この2つの濃度
は最終的には0～0.5mg/Lに落ち着き、硝酸塩濃度（植物の栄養）は
徐々に上がっていきます。

以上の2点が確認できたら、循環が立ち上がった証拠です！

循環をより加速させる方法

循環が立ち上がるためには、通常3～4週間を要しますが、市販の微生物
（バクテリア液）を投入することで、より早く微生物を増やすことも可能
です。使用する場合は、最初に魚を投入するタイミングで入れましょう。

循環の立ち上げのグラフ

【循環が立ち上がった証拠】
1．硝酸塩が発生。
2．アンモニアと亜硝酸塩の数値が0に近くなる。
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植物の苗を植えよう
循環が立ち上がったら、苗を、野菜ベッドに
植えつけます。（循環が立ち上がる前でも植
えることはできますが肥料を要します）移植
時は、根についた泥などを水で洗い落とし、
根が野菜ベッド内の水位より下にくるように
植えつけます。葉物野菜やハーブ類がよく育
ちます。実物野菜も育ちますが、強い光（日
光）が必要です。

育てられる植物（代表例）

バジル系 レモンバーム サラダ菜

ミント系 セルバチコ 水菜

コリアンダー（パクチー） キャットニップ からし菜

イタリアンパセリ サラダバーネット クウシンサイ

ルッコラ コーンサラダ ほうれん草

ワイルドストロベリー リーフレタス 春菊

ハーブセロリ 青ねぎ ラディッシュ

チャービル パセリ あさつき

チャイブ シソ ミニトマト*

クレソン スイスチャード つるなしインゲン*

*強い日光が必要

種の場合
1. 野菜ベッドに種を蒔いて、ハイドロボールの表面をさっと手でなでます。

種の多くはそのままハイドロボールの隙間（湿り気のある場所）に落ち、
自然に発芽します。

2. 発芽しにくい種は、1日水に浸した後、湿らせたティッシュ等で包み、ビ
ニール袋などに入れて3～5日間冷蔵庫で寝かしましょう。種から少し発
芽しているのを確認できたら蒔いてください。

3. 外殻が固いコリアンダーやほうれん草などは、板ずり等で外殻を割るとよ
いでしょう。

苗の移植作業

挿し木の場合
植物の種類によっては挿し木をそのまま野菜ベッドに移植できます。例えば、
青ネギやミントなどが可能です。移植時は、先端が野菜ベッド内の水位より下
にくるようにします。
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海藻のエキス

システムが立ち上がった後の日々の作業は、主に魚のエサやりです。
水質チェック（pH、アンモニア濃度、亜硝酸塩濃度、硝酸塩濃度）は
できれば週に1回は行うようにしましょう。基本的に水換えは必要あり
ませんが（水質の急激悪化の場合を除く）、水は蒸発するので、特に
夏場は定期的に水位をチェックして、少なければ足しましょう。

※旅行や出張などで長く家をあける際は、市販の自動給餌器をセット
することで、安心してお出掛けできます。

・害虫対策
アクアポニックスでは、農薬や化学肥料を使うことはできません。魚
や微生物などの生態系が壊れてしまうためです。害虫対策や肥料は生
態系に影響しないものを使用します。

【害虫予防】
水で1000倍に希釈した水溶液を週1
回スプレーで葉面散布

【害虫忌避】
害虫がついた場合は1000倍の水溶液
を葉面散布

アロマニーム

・肥料
循環立上げ中に植物を育てる場合や、植物の栄養欠乏が見られる場合
には肥料を与えます。

＜使用量の目安＞
【葉面散布】
・約1g → 約10リットル水溶液

【潅水」
・約1g ＝ 20リットル（全水量）
・約5g ＝ 100リットル（全水量）
※潅水の場合、海藻の色で水が黒く濁
ります。生態系に影響はありません。
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pHが高すぎる（低すぎる）ときの対処方法

＜pHが7.5より高いので下げる場合＞
1～2週間そのまま様子を見ましょう。多くの場合は、自然に下がります。
それでも下がらない場合は、市販のリン酸を加えてください。

＜pHが6.5未満なので上げる場合＞
市販の炭酸カルシウム、または貝殻や卵の殻をネットに入れて投入しま
しょう。野菜ベッドのハイドロボール内、もしくは魚タンク内に投入し
ます。卵の殻は1個分で、薄皮も取り除いたものを使います。

調整材は、pHの変化を計測しながら少しずつ投入ください。pHの1日の
変動範囲は0.2以下が目安です。急激な変化は、魚にストレスがかかって
しまいます。

リン酸 炭酸カルシウム

公式サイトでは、本説明書でご紹介した資材、アクアポニッ
クスの実践マニュアル本などを取り扱っています。

https://aquaponics-onlinestore.com
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https://aquaponics-onlinestore.com/


日本初のアクアポニックスについて体系的
に学ぶことができる学校。実践的な知識を
身につけることができる。
http://aquaponics.co.jp

アクアポニックス公式コミュニティ

アクアポニックスに関する情報交換や交流を楽
しむオンラインコミュニティ。関心がある、
やってみたい、やっている、仲間がほしい、質
問をしたいなど、参加者同士で気軽に交流が可
能。参加は無料。
http://aquaponics.co.jp/official-aquaponics-group

家庭用アクアポニックス
「アクアスプラウト」

アクポニと米国のアクアスプラウト社が共同
開発した、家庭向けの商品。従来の水槽に本
体を装着するデザインで、室内でも気軽にア
クアポニックスを体感することができる。

https://aquaponics.jp

湘南アクポニ農場では、さまざまな仕様、
用途のアクアポニックスを展示しており、
見学や講習を受けることができます。
https://aquaponics.co.jp/shonan-aquponi-farm/

https://aquaponics.co.jp/diy/

アクアポニックス
DIYでアクアポニックスシステムを作りたい
方向けの情報サイト。基本的なシステム、
資材、組立図が無料で閲覧できる。
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株式会社アクポニ
神奈川県横浜市中区相生町3-61 泰生ビル 2F
Email: info@ouchisaien.com
http://www.aquaponics.co.jp


