


この度は、『アクアポニックスシステム～小型タイプ～』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50cm×奥行約43cm × 高さ約66cm 

重量 約 5 kg （ハイドロボール・水含めず）

消費電力 50Hz 6W / 60Hz 7W （水中ポンプのみ）

電気料金 140円〜200円（水中ポンプのみ）
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同梱物
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同梱物（専用スタンド）

※参照番号は5ページの組立図と照らし合わせます
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システムの構造と材料

野菜ベッド

魚タンク

専用スタンド

カバーパイプ

配管（排水）

配管（給水）

配管キャップ

水中ポンプ
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専用スタンド組立図

パイプ１

パイプ 2

パイプ 3

パイプ 4

ジョイント 6

ジョイント 5

ジョイント 7
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まずは、システムを設置する場所を決めましょう。日当たりや日照時
間、メンテナンスのしやすさなどの面から決めるとよいでしょう。基本
的には、屋内への設置をおすすめしています。

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。最低でも4時間、できれば6時

間以上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。

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。システムが観察しやすく、かつ邪魔に
ならない場所が良いでしょう。

設置場所を決めたら、Ｐ４，Ｐ６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
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接着剤の注入
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次は、野菜ベッドの底穴にユニシール３/４ インチ（呼び径 20）を2個
取り付けます。

配管（排水）（20ミリの短いほうのパイプ）を片側のユニシールに通し
ます。パイプは野菜ベッドの底面より、約10㎝くらい出るように設置
しましょう。上からカバーパイプを被せ、最後にパイプキャップ（30ミ
リ）を取付けます。

水中ポンプに付属の吸盤を取付け、魚タンクに設置します。配管
（給水）の下に水中ポンプを配置するようにしましょう。



水中ポンプを設置したら、残り片側のユニシールに配管（給水）を通
し、先に異径ソケット（20→13ミリ）と13ミリパイプを取り付け、13ミリ
パイプを水中ポンプに取り付けます。
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配管が完成したら、上段の野菜ベッドにハイドロボールを投入しましょ
う（縁の2〜3cm下くらいまで）。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。

野菜ベッドに敷き詰めたハイドロボール。

カバーパイプが動かないように、手で押さえた
り、重しをつけて作業するとよいでしょう。

上段 下段

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。



カルキを抜いた水（市販のカルキ抜きを使用するか、日光の下で丸一
日放置します）を魚タンク内に7〜8分目くらいまで投入してください。

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。魚タンク内の水が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あふれて魚
タンクに流れ、水が循環します。最後に、減った分の水を魚タンクに追
加して調整しましょう。

魚タンクから水中ポンプによって野菜
ベッドに送られてきた水は、野菜ベッ
ドにある排出パイプの水位まで貯まり、
それを超えると下にあふれます。

このときにハイドロボールがパイプ内
に侵入しないよう、排出パイプカバー
によってガードされる仕組みです。
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市販されている苗を、野菜ベッドに植えつ
けます。移植時は、泥などをしっかりと水
で洗い落とし、根が野菜ベッド内の水位よ
り下にくるようにしましょう。
葉物野菜やハーブ類がよく育ちます。
（次のページへ続く）

苗の移植作業



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
※循環の立ち上げ後（12ページにて後述）は、種からでも育ちます。

1. 種まきポットに種を2-3粒入れた状態で、種まきポットごと野菜ベッドへ植え付けます。
幼苗が育ってきたら間引きして1本にしましょう。

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、種まきポットへ2-3粒入れて、そのまま野菜ベッドへ植付けましょう。

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。
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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、バジルや
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しょ
う。

有機種まきポット



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。私たちに酸素が必要なように、魚にも必要です。魚のための
快適な環境作りとして設置してあげましょう。

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
金魚がおすすめ。3〜4cmの金魚を3-6
匹飼育することができます。

魚が袋に入ったままの状態で魚タンクに
15〜20分間浮かべ、水温を合わせてか
ら投入しましょう。 袋を浮かべて水温を調整中

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（13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。
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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



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

アンモニアが発生すると、これが自然界に存在する微生物によって、
亜硝酸塩という物質に分解され、さらにその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、植物の力によってキレイにろ過された水は再び魚タンクへと
戻り、魚をイキイキとさせます。

この生態系の循環が一度起こると、システムは安定し、魚の害となる
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。

アンモニア
（NH4）

亜硝酸塩
（NO2-）

硝酸塩
（NO3-）

←

水の浄化

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。この循環を理解し、しっかりと立ち上げることで、魚や植物を健康
的に育てることにつながります。
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かんたんにまとめると
・魚のエサやりは1日1回少なめに。
・ 6 in 1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。
・ pHが6.5〜7.5の範囲外、亜硝酸塩が5mg/Lを超えたら要対応。
・約2～3週間後、硝酸塩が発生したら立ち上げ完了！

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、特に稼働初期は水質チェッ
クが大切です。

水質は、市販されている試薬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て、それぞれの数値
が安全な値であるか確認します。

※「6 in 1」ではアンモニア濃度を計測できないので、計測する場合はアンモニア試薬
が必要となります。または、API試薬を使うと必要な項目すべてを正確に計測できます。

必須ではありませんが、計測することでより循環の状況を把握でき、水質変化を未然
に防ぐことができます。
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6 in 1 アンモニア試薬 API試薬

理論は省いて、さらにかんたんに行いたい方へ
・ 最初1カ月は魚だけを少なめに（金魚なら2匹程）、エサも少なめに。
・1か月後に植物を植付け。魚も（金魚なら6匹程へ）増やしてOK。
この場合、P13-P16は読み飛ばせます。



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17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
る分解がはじまった証拠です。

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。

硝酸塩が発生していることを確認したら、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。

【循環が立ち上がった証拠】
１．硝酸塩が発生した。
２．アンモニアと亜硝酸塩の数値が0に近くなった。

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。
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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、定期的
に水位をチェックして、少ないようであれば足しましょう。

※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。

家族や友人と、小さな生態系の観察、そこで育った野菜やハーブを収
穫してお楽しみください。
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アロマグリーン

・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
態系に影響しないオーガニック肥料を使用します。

【害虫予防】
水で1000倍に希釈した水溶液を2週
間に1回スプレーで葉面散布

【害虫忌避】
害虫がついた場合は500倍の水溶液
を葉面散布

※1本で約100L分使えてお得です！
アロマニーム

・肥料

植物の栄養欠乏が見られる場合には肥料を与えます。

水で2000～3000倍に希釈した水溶液を
2週間に１回スプレーで葉面散布。

※1本で200～300L分使えてお得です！
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＜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、市販のリン酸またはボルヴィックなど
の中性・軟水のミネラルウォーターを加えてください。手に入るようで
したら雨水（日本の雨水のpHは平均4.7）も使えます。

＜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。

ミネラルウォーター リン酸 炭酸カルシウム

公式販売サイトでは、ハイドロボールや水質調整材、種まき
ポット、API試薬、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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https://aquaponics.jp/


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@aquponi.com
http://www.aquaponics.co.jp


