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我が匿における海産魚の養殖は盛んになってからでも

既に 40余年が過ぎ，長年の使用により疲弊が進み生産

性の低下を招いている漁場も少なくない。また，近年は

魚価の低迷が続く中で魚粉価格が高騰し，飼料経費が生

産コストの 6 割~7 割を占めるに至っている。魚類養殖

を活性化するためには，生産コストを抑制し漁家の経営

改善を図るとともに，環境へ与える負荷を低減して持続

的養殖生産を可能にする技術の開発が急務となってい

る。海面養殖における給餌のロスは 2割以上に及ぶと

も言われており，できる眼りロスを抑えた効率の良い給

餌を行う技術の開発も必要である。この目的に適う給鰐

法のーっとして，魚の食欲を直接検知して給餌する「自

発摂餌給鰐法jがある。ここでは，実用規模のマダイ養

殖で使用できる「自発摂餌給餌機」作成までの試験・開

発過程を紹介する。

1. 海産魚、の自発摂餌研究ことはじめ

「自発摂餌」は「オペラント条件付けJと呼ばれる行

動心理学の研究手法に端を発する。レバー(スイッチ)

を押すと餌が出る箱の中にラットなどの実験動物を入れ

ると，最初は偶然にレバーを押して餌を得た動物は，レ

バーと餌の関係を学習し餌を欲しいときにレバーを押す

ようになる。このような学習能力はやや下等な脊椎動物

である魚類にも備わっており，この学習能力を利用した

給餌法が「自発撰餌Jである。

魚類の自発摂鰐研究は，学習能力などの観点からの研

究が古くより少しずつ進められていたが， IT技術の進

展に伴い「魚の摂餌jを主眼とした研究が行われるよう

になり，西欧では 1980年代後半からマス類の自発摂餌

に関する研究が拡がりを見せた。1) 臼本では西東京科学

大(現帝京科学大)田畑満生氏がスペインからの留学生

サンチェス氏2)とともにキンギョで 1993年に開始した

のが最初である。その後同氏からの呼びかけにより海産

魚での自発摂餌研究が開始されることとなった。

日高磐夫氏・神原淳氏(魚類生理学)，市)11員祐氏と山

下(農業機械学)，東大古川(魚類生理学)が東大水産

実験所に集結して 30g程度のマダイ当歳魚の自発摂餌

飼育を試みたのが海産魚では初めてで， 1995年秋のこ

とであった。当時は自発摂餌給餌機の適当なものがない

ため，観賞魚用に売られていた給鰐機(フードタイ

マー，セイコー綿製)を自発摂餌用に改造し，パソコン

でデータ記録できるようにしたものを用意した。魚の摂

餌意欲をとらえるスイッチ(一般的には自発摂餌セン

サーと呼ぶ)は「触覚スイッチ(リミットスイッチの一

種)Jの先端に赤い玉を付けてプッシュ型として使用し

た。3)その後 1996年からは田畑氏を中心として文部科

学省の科学研究費(基盤研究)などの支援を受け，市川

氏と山下は給餌機や自発摂餌センサーの開発を続け，神

原氏，古川はそれぞれブリ， 4，5)マダイ 6)の白発摂餌館育

実験を行い摂餌に関する基礎的知見を集積した。

2. 自発摂餌の実用化研究開始

自発摂餌は魚が餌を欲しい時にセンサーを動作させる

ので，原理的には食べ残し(残餌)が出ない給鰐法であ

る。実際の養殖に適用できれば，環境に与える負荷を軽

減することができる給鰐法と考えられる。白畑，日高両

氏と東大会田勝美氏，養殖研秋山敏夫氏らの働きかけに

より， 1997年度に残鰐削減を主眼として現場での実用
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化を目標とする「給餌量削減システムの開発J(水産庁

からマリノフォーラム 21への委託研究費， 5カ年計画)

が開始された。対象魚は海産養殖魚では双壁と言えるブ

リとマダイであり，三三重大神原氏がブリ，東大古川がマ

ダイを担当することとなった。「ブリやマダイがなんと

か自発摂餌で館育できそう」という段階での実用化研究

の開始であり，目標達成についてははなはだ不安な船出

であった。

とりあえず陸上の小型水槽を使って飼育実験を行い，

マダイは自発摂餌により周年の銅育が可能であること，

タイマーによる自動給餌と比べて残餌は大幅に削減でき

ることが確認された。さらに，マダイは昼間だけでなく

夜間にもセンサーを動作させて自発摂餌を行うことが多

く，夜間には残餌が多くなるため，夜間の給鰐を停止す

ることが残餌削減のためには不可欠であることなども判

明した。7)

3. 光ファイパ一型自発摂餌センサーの開発

自発摂餌センサーは，自発摂餌システムの構成要素の

中でも特に重要な要素である。魚の行動様式に適応し作

動させ易く，かっ誤作動が無く，耐久性もあるセンサー

が望まれる。当初マダイに箆用していたセンサーは機械

的な接点を使ったものであり，魚の大きさに応じた種類

を使う必要があるなどの開題があった。そこで，光ファ

イパースイッチに着目し，自発摂餌用センサーとしての

利用を考案した。光ファイパースイッチは，ファイパー

の先端から光を発し，物体(魚)から反射された光の受

光量とあらかじめ設定した光量(開館)を比較してスイ

ッチをオン・オフするものである。魚が先端から 5~10

mm以内に近づいたときにスイッチがオンとなるように

開催を高く設定することで，魚の摂餌意欲をとらえる

「光ファイパー型自発摂餌センサーJ(以下，単に光ファ

イパーセンサーと記す)として使用できる。8)魚は作動

力を全く必要とせず，稚魚、から成魚まで使用可能である。

一方，実擦のマダイ養殖は海面に設置した生賛で行わ

れており，海上で自発摂餌を可能とすることが実用化研

究には必須であった。愛媛水試の高木修作研究員の協力

を得て， 2000年には水試地先の小割り生費を使い，マ

ス類尽に市寂されていた自発摂餌給餌機 (Sterner社製)

による飼育を試みた。付属のセンサーはプル型(差圧式

動作)のもので，通常は順調な自発摂餌が行われたが，

冬季に海が時化た場合には誤作動が頻繁に起こり，海況

の影響を受けないセンサーを開発する必要性が認識され

た。

翌年には，原理的に海が荒れても誤作動しない物とし

て光ファイパーセンサーの海面での使用を試みた。腐食

や歯による損傷を避けるために硬質ガラス試験管で保護

して使ったところ，先端の感度部分にマダイが頻繁に触

れるため，魚自身による清掃効果が生じることが判明し

た。海面で誤作動なく使用でき，なおかつ数ヶ月間使用

しても掃除をする必要のない光ファイパーセンサーの原

型が誕生した。9)

4. 実験用海鹿島発摂餌給餌システム

翌2002年からは水産庁の「次世代型給餌機関発」が

開始された。

海面生費での自発摂餌に光ファイパーセンサーの使用

が有望と考えられたので，水試の小割生聾4菌で同セ

ンサーを用いた銅育実験を開始した。給鰐機は Sterner

社の餌繰出し部(電磁振動方式)を用いたものと，福伸

電機闘の自動給餌機PFX-60(横軸パネスクリュ一方式)

の2種を使用した。制御部分(コントローラー)は，

前者は PLC(プログラマブルロジックコントローラー)

を用いたもの，後者では自動給餌機用コントローラー内

のマイコンプログラムを自発摂餌用に改変(福伸電機に

よる)したものを使用した。夜障の給鰐制限を筒髄に行

う手段としては， CdS素子を用いた「明暗スイッチ」

を特注して使用した。

摂餌状況のモニタリング(表示・記録および動作設定)

のために，各給餌機のコントローラーをネットワークで

結び，生賛上に置いたノートパソコンで管理するシステ

ムを構築した。10)生賛上のパソコンと陸上施設のパソコ

ンは無線 LANで結び，陸からも伺様のことができるよ

うにした。給餌およびその制御部は太陽電池パネルを用

いた独立電源で動作させたが，パソコンおよび無線

LANの電源には陸からヲiいた商用電源を利用した。

初期の館背試験では，センサーの先端より少し上の部

分に付着した藻などがセンサーの感度領域に時折触れて

給鰐回数が異常に多くなる状況が発見された。原因はと

もあれ異常回数の給館は致命的であるため，一定時間内

(5分程度)に設定田数以上の動作があった場合は給餌

を完全に停止し，手動による復帰を待つことができるよ

うにプログラムの改良を行った。

2種の給餌機それぞれで終日自発摂餌生賓と明期のみ

の自発撰餌生賛を設定し， 9月から平均約 450gの2麗

魚各 120尾を翌年3月まで飼育した。 4生費すべてで餌

育は順調に進み， 3 月には 1000~1100 gに達した。

5. 実用規模自発摂餌給餌システムの開発

光ファイパーセンサーを使用したマダイの自発摂餌飼

育が 100尾規模では有用であることが確認でき，実用

化のための基礎はできたが，実際の養殖とはまだ規模の

隔たりが大きい状態であった。 2003年暮に水試の実験

システムを見た宇和島市内のマダイ養殖業中JII字太二氏

(伺うたじ水産)から現場での飼育試験に対する協力が

得られることとなり，急いで光ファイパーセンサーを用
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いた実用規模飼育システムを構築し，翌年春から 2歳

魚 1万尾規模の飼育試験を開始した(鴎l(A)，(B)， 

(C) )。

実用規模の自発摂餌システムは水試で使用したシステ

ムを基に構築した。給餌機は海面で最も普及している大

型の自動給餌機(詣伸電機PFX-200)を使用し，制御

には PLCを使用したものとマイコン使用(福伸電機プ

ログラム改変)のもの 2種類を用意した。給餌状況の

モニタリングには生費上のノートパソコンに換えてシリ

アルサーバーを用いて使用電力を低減し，陸上事務所と

無線 LANで結んだネットワークシステムを再構築し

た。睦から数百 m離れた生賛では商用電源の使用は望

1sl1 光ファイバー裂自発摂餌センサー
(A)実用規模飼育 (2歳魚から)に使用した俸状セ

ンサーの先端部。 (B)棒状センサーを給餅機の近くに
国定した状態。 (C)2ヶ月間使用後のセンサー先端
部。先端のガラス部分は汚れていなし、。 (D)実用規模
飼育(当歳魚から)に使用した振り下げ型センサー先
端部。 (E)普及機用に作られた振り下げ型センサーの
先端部。付着生物を防徐するためにガラス管の上部を
真銭で覆つである。

めないため，生策上の機器は周年稼働できるような太陽

電池パネルを設置して完全独立電源化を果たした(図的。

本システムを用いた飼育試験は 2004年から 4年間に

わたって行った。途中，給餌機本体の餌繰出しスピー

ド，夜間の給餌制限方法，センサー支持方法などに改良

を加え(図l(D))，2歳魚 1万尾あるいは当歳魚 2万S

千尾を収容したほほ周年の飼育を行った結果，従来の自

動給餌に比べ 10%ないしそれ以上の給餌量削減が達成

できることが実証された。11)

6. 普及機の作成

実用規模でも自発摂鰐が使用でき給餌量を削減できる

ことが判明したため，これまでにコントローラーや繰出

部分の改造に協力願った福伸電機鞠に，普及タイプの自

発摂銅給餌機の作成を依頼した。その結果， 2007年 9

月には既設の自動給餌機の僅体を用いて制御部と繰出し

部の交換および自発摂餅センサー(図l(E))の追加で

白発摂餌給餌に変更できる新機種 (PFX-200SF)が完

成した。販売に先立ち，愛媛県南予地域の 14軒のマダ

イ養殖事業者にモニターとしての試用がメーカーにより

依頼された。筆者らも使用方法の説明会や現場視察・指

導などに協力した。翌年3月まで試用した後に，意見

交換会を聞いた結果，約 3/4の事業者で飼料効率が改

されたとの評価を得た。12)2008年春からは新機種と

しての販売(既存自動給鰐機の自発摂餌用変更も可能)

が開始されている。

国2 実用規模のマダイ飼育試験に用いた生繁および自発摂鰐給鰐システム(字和島市小池地先)
写真はマダイ 2歳魚からの飼育 (2004年， 2005年)で使用した状態。 1，2は自発摂餌給鱗主主主愛，給鰐機の近くに光ファイ

パーセンサー (S)を設置，生餐の橋上には太陽電池パネル (P)および蓄電池，タイマー， LAN用機器などの収納箱を設霞
した。生繁の端に立てた支柱には無線 LANのアンテナ (A)を取り付けた。 3は比較のための自動給鱗生銭。
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7. おわりに

本開発研究では光ファイパーセンサーをひとつのブ

レークスルーとして，実際のマダイ海面養殖で自発摂餌

がなんとか実用可能であることを示し，そのための機器

開発まで漕ぎ付くことができた。しかし，実用化に関し

てはまだ入口に来た段階でしかない。飼育成績に最も影

響する報酬量については，現状では錦育魚の総体重に合

わせて変更することが必要である。報酬量:設定の簡便化

や自動化も含め，より使いやすく，より確実に給餌効率

向上ができる給鱗システムに改善してゆくことが今後の

課題である。一方，魚類養殖では事業者により考え方が

異なり，給餌日数や給餌時間帯などについてそれぞれが

工夫した手法を持っている。自発摂餌においても，種々

の手法に対応した使い方を提示することも普及のために

は必要であろう。

最後に，海産魚の養殖が魅力ある産業・末永く続く産

業であり続けるために，今回開発した給餌システムが多

少なりとも投立つことができれば望外の喜びである。

謝辞

本研究の遂行にあたっては文中に記した諸氏のみなら

ず，マリノフォーラム 21の畦田正格氏，浮永久氏，

田儀弘氏，水研センターの山本剛史氏，愛媛水試の市)11

宿氏はじめとする増殖室研究員の方々，福伸電機鞠溺品

開発部の諸氏，揃うたじ水産の職員の方々に多大な協力

を頂きました。ここに心から感謝申し上げます。さらに

飼育実験に協力いただいた北里大学山森邦夫氏，東京大

学河野迫子氏および三重大学，東京大学，北里大学の院

生・学生諸氏にも厚く御礼申し上げます。

文献

1) Alanara A. Dem品目dfeeding as a s巴lf-regulatingfeeding 

system for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in net-
pens. Aquaculture 1992; 108: 347-356. 

2幻) Sa叩nch巴包Z

Design and pe臼rformanc巴of an accurate d 巴mandf台E巴d 巴釘rfor
t白h巴 study0ぱff白E巴dingbehav吋io仇rin sea bass， Dicentrachus 
labrax 1. Physiol. Behav. 1994; 56: 789-794. 

3) 山下光弓，市}II員祐 EI高磐夫，神原淳，古JII 清，
会出勝美，田畑満生.養殖魚、の自発摂餌システムの開発
研究(第 1報)一触覚センサに関するシステムの開発と
マダイの養殖実験一.農機誌、 2001;63: 117-124. 

4) 神原 淳， EI高磐夫.ブリの自発摂餌.1魚類の自発摂鰐
その基礎と応用J(田畑満生編)恒星杜厚生閣，東京

2001; 20-34. 

5) Kohbara J， Hidaka 1， Kuriyama 1， Yamashita M， Ichikawa 
M， Furukawa K， Aida K， Sanchez-Vazquez FJ， Tabata M. 
Nocturnal/diurnal demand-feeding pattern of yellowtail 
Seriola quinqueradiata under different keeping conditions. 
Fish. Sci. 2000; 66: 955-962. 

6) 古川 清.マダイの自発摂餌.1魚類の自発摂餅ーその基
礎と応用J(問畑満生編)復星杜厚生弱，東京.2001; 9-
19 

7) Furukawa K， Yamashita M， Ichikawa M， Yamamori K， 
Aida K. Time restricted demand fe巴dingof r巴dsea 
bream， Pagrus major in outdoor tanks. The Proceedings of 
70th Anniversary of JSFS International Commemorative 
Symposium， Suppl. 2002; 934-937. 

8) 市川良祐，山下光司，寺田雅寅，黒岩英樹.養殖魚の自
発摂餌要求センサに関する研究(第 l報) 光ファイバー
センサの稚魚への適応一.燥機学会関西支部報 2000;
88: 69-70. 

9) 会田勝美，古川 清. El発摂餌を利用したマダイ養殖に
おける給餌量削減システムの開発.平成 13年度養殖場
環境改善システム開発調査(給鰐量削減システム開発)
報告書，マリノフォーラム 21，東京 2002; 7-66. 

10) 山下光弓.次世代裂給餌システムの開発 自発摂餌ネッ
トワークシステムの構築 .平成 15年度次世代型給餅
システム開発報告書Z，マリノフォーラム21，東京.
2004; 51-74. 

11) 古川 清.マダイ養殖における自発摂鱗実用化の取り組
み. 日水誌 2008;74: 902-903. 

12) 藤原卓也.魚類養殖給餌システムの普及に対する取り組
みと今後の展望. EI水誌 2008;74: 906-907. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

