
AQ1 Systems

AQ1システムズの技術は生産効率を高めながら海洋環境に及
ぼす影響を軽減することを指針としています。

AQ1はセンサーを用いた給餌管理技術においては最先端です。



光学や音響で検知する技術を持っています。
• AQ1は1990年より養殖生産における、検知、解析、管理を行う

技術の開発を続けています。

• 特に音響や光学の技術を用いて情報処理機能を持つ給餌シ
ステムの研究を現在２０カ国にある養殖研究機関や民間企業
とともに25種の魚やエビで続けています。
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センサーを基準とした給餌管理ーエビ編

・　受動的な音響技術で池やタンクの養殖魚、エビの給餌をモニター・管理するやり
方はこの分野では新しい手法です。

• 　沢山の魚種は給餌、産卵、や他の活動にともなう音をだします。

• 通常、餌代が生産コストの中で一番大きい（５０％以上）ため、時間や場所を規定
して正確に給餌することが重要です。

• ブリ類などの養殖魚ではすでに赤外線センサーやカメラを使った給餌管理が導
入されており成長率、像肉係数、生存率が向上、かつ養殖環境が整う、などの成
果が実証されています。

• 海洋で使われている光学センサーを用いて池の中の摂餌行動を監視することは
できません。

• 池などでエビの摂餌を分析するのによく使われている‘餌のトレイ’では餌の摂取
後のサンプリングには良いのですが先先の餌の量を確定するにはあまり正確な
情報ではありません。

• また池の中で長い時間餌が放置されていると栄養価が下がります。



給餌管理システムを使わずにこのようなデータはわかるでしょうか？ 給餌管理システムを使わずにこのようなデータはわかるでしょうか？ 

これはノルウェーのトロモスのアトランティックサーモンでAQ300を
使って一ヶ月間で日ごとに摂取した餌量データを表したものです。

日／量
ｋｇ



毎日の餌の摂取量に影響する要因

 水温
 酸素 
 餌の構成
 月の位相
 魚の大きさの偏差
 気圧
 捕食者
 給餌のタイミング
 動き
 水中の化学構成
 健康
 その他

このように多くの要因によって左右されるため正確な給餌量と給餌時間を
予測することは大変難しいです。

無駄餌をなくして魚やエビの適切な給餌を行うために、給餌管理システム
では２つの主な技術を要求します。



1. 適応可能な給餌アルゴリズム

2. 給餌歩度を探知するセンサー



AQ300 – 適応可能な給餌管理システム

20魚種

18カ国

民間漁場

給餌研究において
適切なシステム

IR Sensor

最初は、‘閉鎖的環状線’給餌システム



青色は、はノルウェー２０７漁業者を対象とした結果 - （データはノルウェー漁業理事会から提示
されたもの）

水色は、AQ1システムを使って５０漁場で試験比較した結果

All Company avg 

FCR 1.20

AQ1 user average 
FCR  1.07

Sensor Based Feeding Control 
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FCR Results  - Bass & Bream
EU Funded Trials in Spain and Greece

スコットランドのグラゴー大学研究室によって記録されたデータで、スズキ魚とタイ魚をAQ300給餌管理システム

と手巻きで比較した結果の増肉係数。スズキの場合、1.36から1.16に、タイは1.86から1.6にそれぞれ低下した。  
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沈殿物の炭素率が平均２３．５％も減少した。残餌による海底汚
染が軽減することを表す。

ヨーロッパのスズキの海面イケスで正式に行われ
た試験結果、環境汚染が改善されたことがわかっ
た 

AQ1 Feeding Control



AQTVツナプローデジタル給餌カメラ

ツナフードや生餌
用として使用

2009年に南太平
洋マグロで行わ
れた生産量試験
では生産高が
２０％向上

オーストラリアで
はかなり多くのマ
グロ漁業者がこ
のシステムを導
入

現在、日本、ヨー
ロッパ、メキシコ
などで試験が実
施されようとして
いる

DO, Temp & Current



AQTVデジタル　－　ビデオ給餌管理
環境のモニタリング及びワイヤレスランまたはインターネット通信

AQTV3G Base station

AQTV 
Wireless Client

Solar Panel

Range 1Klm plus

1方向、またはパンチルトカメ
ラ

潮流センサー

溶存酸素と水温計測器

AQTV-Pro cage unit

鮭、ブリ類やマグロなどで使用されている



AM100-ステレオビデオ魚体測定システム

パナソニック・タフ
ブック

通常はこ
のように
カメラを垂
直にイケ
スに入れ
る

30ｍ
ケーブ
ル標準

現在、鮭、マス、バ
ラマンディ、マグロ、
ブリ類などで使用さ
れている

高解像度デジタルギ
ガビットイーサーネッ
トカメラで正確に測
定

クロマグロの測定を
繰り返し行った結果
１％未満の誤差が
ある程度

マグロのように泳ぎ
の速い魚を測定でき
るシステムはAM100
のみ



循環養殖タンクにおける給餌管理

音響センサーによる残餌探知

•2008年に、アメリカで循環式タンク養殖の需要が広がっていく中で開
発された超音波センサー技術をAQ1が取得。

•AQ1でさらに開発が進められ、これまで繰り返し行われてきた試験
結果、配水筒にたまる残餌を糞や漂積物から正確に主分けることに
成功。

•さらに拡張した試験が6ヶ月続き、その後ロボットや中央管理する給
餌システムと統合する計画。



SF500 - 摂餌音による給餌管理システム – 魚編

“音響によって給餌を行う技術”

音響センサーで受
信したデータを基
に給餌を管理する
（水中マイク使用）

先進のアルゴリズ
ムによって摂餌音
を特定することで
給餌を管理

現在、バラマン
ディ養殖の池やイ
ケスで使用



エビの摂餌音に関する調査：ブラックタイガー

目的

– エビの摂餌音を特定して他の一切の音から区別すること

– 適応可能な給餌アルゴリズムを開発すること

– 給餌する時間や給餌量などをエビの食欲に合わせて調節し自動的に給餌
器から散布する

– エビの給餌パターンを、24時間周期でエビの食欲に応じた給餌を行うことで
定める

– この戦略法で実際に増肉係数が低下、全体の生物量が向上したか確かめ
る



エビ – 給餌管理技術がなぜ必要か？

• 餌代はしばしば生産コストの５０％以上を占める

• 餌巻きや、餌トレイを管理するコストもかなり大きな割合を占める

• 餌の摂取量は、池・エビの健康状態、生物学的な要素（脱皮、餌の嗜好性、
病理など）の主な指標となる

• 環境の変化は日々の餌の摂取量に重要な変動をもたらす

• 毎日の給餌量を簡単に定めるとエビの成長に大きな影響をもたらす（過剰･
不足の餌巻きは避ける）、そして無駄餌による池の汚染もエビの成長に影響
を及ぼす

• 現行の習慣を向上させる、もしくはまったく異なった給餌法を取り入れること
でこれまでの固有の欠点を改善する（例えば、給餌トレイなどは効率が悪
い）　給餌トレイの主な欠点は；

• 餌を手で取り扱うことによる餌のロス

• 主観的な給餌トレイの解析

• 摂餌のタイミングを瞬間的に確定できないため適切な時間帯を見
逃してしまう



• エビが空腹状態のときの活発な摂餌は通常餌を巻いてから最初の１０~２０
分の間です。

• 水中でのペレットの劣化は早く、例えば、４時間でペレットの１２％が溶けて
失い、栄養素は３０分で７％、１時間で１２％、２時間では１５％、溶脱すると
言われています。

• 摂餌の要求が一番高い時間帯を目標として給餌を行う

• 給餌管理システムによって、２次的な給餌活動の絶対値を示すことができま
す。

• 瞬時に給餌データを取得することで、病理、脱皮、や池の汚染などの状況に
早急に対応できます。

• 実際に収集したデータを応用することで客観的な給餌が実践できます。

エビ – 給餌管理技術がなぜ必要か？



エビ：Ｐ．モノドン（ブラックタイガー） - 養殖場

・　ゴールドコースト・マリンアクアカルチャー

• ジェイコブス・ウェル、クイーンズランド

• Ｐ．モノドン

• １ヘクタールｘ５３池、

• 及び0.3へクタールｘ数池

• 年間生産高　８５０～９００トン

• （１ヘクタール平均１７トンの生産）

• 餌はCP社またはリドリーアクアフィード社

• を使用

• 1年１収穫

• 塩分濃度　２０～４０　ppt
• 水温 20-30°C



ＳＦ２００音響給餌システムの機材

コーテックスＡ８のマイクロプロッセサ、ＨＴＩ-96-MIN 水中マイク、スタナーサーキュラー１２VDC.
を使用。通信手段はAQPCソフトウェアを使ってワイヤレスランでパソコンにデータ通信。

システムの構成

- 水中マイク

- コントローラー

- 溶存酸素・水温センサー

- 管理ソフト



SF200エビ給餌システムのセットアップ

SF200ｺﾝﾄﾛｰﾗｰと給餌器

オフィスで パソコンとLANをセット
アップ

WLAN アンテナ–通信距離約 2 km

エビ給餌解析ソフトウェアで給餌パターン
を見る



音響給餌技術というのはどのようにして機能するのか

• 摂餌音を、池環境にあるすべてのあらゆる‘音’　から区別する

• １から２０kHz範囲の摂餌音

• 特許を所有する複雑で、適応可能な、自己摂餌調整型のエビ給餌アルゴリズム　

• これまでにブラックタイガーとバナメイに適応できるアルゴリズムを開発済み

• 4年間の研究開発と試験

• 実際の摂餌音とその音周波数が明白な関係にある（Ｒ
２
　＝０．８２３６）

• 実際に給餌トレイを用いて地上測定を行いシステムとの整合性

モノドンバナメイ 餌トレイ



試験用セットアップ – 水中マイクを中央の給餌器から４ｍの餌巻きエリアの位置に
セットする

0.38ﾍｸﾀｰﾙの池で円形に餌を

飛散する給餌器と水中マイクを設置 給餌器に餌を入れる

水中マイク



ＳＦ２００摂餌活動と餌トレイとの整合性



結果

• 2池（それぞれ0.35ﾍｸﾀｰﾙ）に130,000尾の後期仔魚を2009年9月28日に入れる

• １㎡＝４７尾

• 合計水揚げ量は１ヘクタールにつき２２．３トンに相当する（この漁場の平均は約
１７トン、産業全体の平均は約１２トン）

• 試験を行った日数は２１３日

• エビの平均体重は４２．７４グラム

• 試験の終わりの増肉係数は、１．４（業界平均は１．７）

• 摂餌と餌巻き後の音響は線状関係にある（r2 =０．８２３６）

• エビの食欲に応じて自然のリズムで終日給餌を行い、２４時間周期の給餌リズム
が表示された



バナメイ
１日の摂餌の変動

• バナメイの２４時間の選択的な摂
　餌パターン

•２０１０年１月から４月までの１４週
間

• １０グラムから４０グラム

•１日の変動が重要な意味を示す



２０１０年１月１４日から２月１４日までの日々の
摂取量

脱皮時期 雨の
影響



水温や雨量による日々の摂取量の変動
棒グラフの上から順に、餌の摂取量ｋｇ、最高水温、最低水温、雨量



Feeding Pattern across the 24 hour cycle 
January-April 2010



ブラックタイガーの給餌に対する反応 – 集約的な池の場合
（オーストラリア）

午前にキャノン式で給餌。後期仔魚１㎡/４５
尾、最終水揚げ量２２．７トン/ﾍｸﾀｰﾙ 

最初に少量の餌をま
いて空腹具合をテスト
する

本格的な給餌が開始
すると強い摂餌反応が
わかる



ブラックタイガー – 自動給餌器による反応
（タイ）

毎分・０．３秒餌をま
く設定の自動給餌

１分間に複数回給餌器が
振動する

Feeder turned off
ＳＦ１００のそばで少量の手巻き

                                            

単体給餌器 – 直径８ｍ飛散



バナメイの摂餌識別特性の確立ををアメリカのアーバン大学で行った

バナメイではどうだろうか？

摂餌音の試験を合計１５回、アメリカと南オーストラリアで行った

次は民間漁場で試験を行う



広範囲な池の典型的な摂餌反応
（パナマ）

上記の値は、10秒間で数えられた摂餌音の回
数の最小、最大、平均、と給餌中の合計です。

５ヘクタールの池 – 餌トレイ
１㎡に１０尾のバナメイ

餌のある場所にエビが
移動して、だんだんと
摂餌活動が活発に
なっていく

通常、３０分以上給餌
が続く



ものすごく集約的な池での摂餌反応
（グアテマラ）

１ヘクタールの池に７０の餌ト
レイを入れる
１㎡に対してバナメイが１４０尾

給餌場所にエビ
が移動するとだ
んだん摂餌稼動
が活発になる

給餌が１００
分以上続く



車えびの摂餌反応
（日本）

・直径５０ｍのタンク – 鹿児島
• 　タンクの周りを餌手巻き
• 約８万尾の車エビ

完全に日が沈んでからだ
んだん摂餌活動が活発に
なり、持続する



音響給餌（SF200)による経済効果
漁場の出口損益 – 処理前のコスト　（1へクタールの池　x　５０　のケース

ﾌﾞﾗｯｸﾀｲｶﾞｰ SF200 バナメイ SF200
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ タイ タイ
( 1 crop) ( 1 crop) (2 crops) (2 crops)

利益 A$ A$ A$ A$
エビ売り上げ 4,950,000 6,160,000 1,848,000 2,275,000

経費

種苗ストック 340,000 340,000 350,000 350,000
餌代 1,458,000 1,411,200 762,300 813,313
人件費 1,237,500 1,232,000 138,600 136,500
減価償却 253,750 265,000 84,167 91,667
光熱費 400,000 450,000 300,000 325,000
その他の経費 450,000 450,000 150,000 150,000

       
Total Expenses 4,139,250 4,148,200 1,785,067 1,866,479

純利益 810,750 2,011,800 62,933 408,521

エビ１ｋｇに対する出口コスト A$/kg A$/kg A$/kg A$/kg
種苗 0.76 0.61 0.76 0.62
餌代 3.24 2.52 1.65 1.43
人件費 2.75 2.20 0.30 0.24
減価償却 0.56 0.47 0.18 0.16
光熱費 0.89 0.80 0.65 0.57
その他の経費 1.00 0.80 0.32 0.26

エビ１ｋｇに対する経費 9.20 7.41 3.86 3.28



音響給餌により利点

• 瞬時に給餌率を調整する

• 給餌率の管理を毎日24時間人手をなく行える – 食欲に応じた給餌、または無駄
餌なく満腹給餌

• 給餌管理システムによって増肉係数や成長率の効率が上がる

• 全ての池に：

– 同時給餌

– 適切な給餌率

– 最適な給餌時間

で給餌が行える

• エビが空腹時

• 人手が追いつかないとき

• 早朝や夜間

でも給餌が行える

• 労働が軽減、給餌技能が向上

• 同時に大量の給餌を行える

• 環境モニターを自動に行い、危険値になると知らせてくれる – 例えば溶存酸素、
水温、電力などの指標



音響給餌技術のアプリケーション

今後の課題

•ブラックタイガー、バナメイ、や車エビの１周期の研究試験をアメリカ、オーストラリア、東
南アジアや日本の民間漁場で行う

・水車や、漁場管理のソフトウェアの開発

自動給餌器の完全管理 給餌トラック – モニターシステム　（電気　‘餌トレイ’）

リアルタイムで環境のモニタリング



Thank you
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