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平成 25 年度水産工学関係研究開発推進会議

水産業システム研究部会

～光と音を用いた水産生物の行動把握と行動制御の可能性～

開催趣旨

水産業システム研究センターは、従来より取り組んできた漁船の省エネ・省コスト化や漁労作

業の軽労化に繋がる技術開発に加え、水産生物が持つ生物機能の利用技術の開発も推進している。

そこで、水産業システム研究部会では、これまでに実施してきた「光」と「音」を活用した水産

生物の行動制御や行動把握に関する技術開発の現状を報告するとともに、今後の研究の展開方向

を議論する。

近年、光を用いた水産生物の行動制御の手段として、サンマ棒受網漁業やイカ釣り漁業等、

灯光漁業への LED 光源の導入が進んできている。また、種苗生産の現場では、飼育水槽内の光

環境を制御することで、生産効率の向上を示唆する事例が報告されている。さらに、音を用い

た能動的または受動的な広帯域音響技術やバイオロギング技術の急速な発展に伴い、水産生物

の行動把握も可能になってきている。

本部会では、最初に、光や音を活用した行動制御に関する先端研究を紹介し、次に、魚類の視

覚特性を利用した種苗生産における生産効率向上を目指す取り組みを紹介する。また、光と音を

活用した水産生物の研究事例として、イカ釣り漁業におけるイカ群行動制御技術の現状と、進展

の著しい音響技術を使った実海域での水産生物の行動把握手法を報告する。

総合討論では、光と音を活用した、水産生物の行動制御や行動把握に関する新たな展開方向に

ついて議論する。
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平成25年度水産工学関係研究開発推進会議

水産業システム研究部会

～光と音を用いた水産生物の行動把握と行動制御の可能性～

議事次第

Ⅰ．会 場 南青山会館（東京都港区）本館２ F ３・４号室

Ⅱ．開催日時 平成 25 年 11 月 28 日(木)13:00-16:50

Ⅲ．議 事

１．開 会 13:00

２．挨 拶 大石浩平 水産工学研究所長 13:00 - 13:05

３．趣旨説明 明田定満 水産業システム研究センター長 13:05 - 13:15
４．講 演

・行動制御および成長促進への音響刺激活用の可能性 13:15 - 13:55
小島隆人（日本大学）

・視覚機能を活用した成長促進の可能性 13:55 - 14:35
高橋明義（北里大学）

— 休 憩 — 14:35 - 14:50

・種苗生産において魚類の視覚特性を利用した生産効率向上を目指す取り組み

14:50 - 15:10
柴田玲奈（水産工学研究所）・清水大輔（東北区水産研究所）

・スルメイカの対光行動とイカ釣り漁業の漁獲過程

髙山 剛（水産工学研究所） 15:10 - 15:30
・海洋生物の受動的音響観察と洋上風力アセスメントへの応用

菊池夢美・赤松友成（水産工学研究所） 15:30 - 15:50

５．総合討論（パネルディスカッション：赤松友成） 15:50 - 16:45

６．閉 会 渡部俊広 業務推進部長 16:45 - 16:50
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平成２５年度水産工学関係研究開発推進会議 

水産業システム研究部会報告書 

～光と音を用いた水産生物の行動把握と行動制御の可能性～ 

主催責任者：水産工学研究所長 

１．開催日時及び場所 日時：2013 年 11 月 28 日（木）13:00～16:50 

場所：農林水産省共済組合南青山会館 本館２階３・４号室 

２．主席者所属機関及び人数：32 機関、59 名 

３．結果の概要 

議  題 結 果 の 概 要 

１．開会宣言 

２．挨拶 

３．趣旨説明 

（及び事務連絡） 

４．講演 

（１）小島隆人教授 

（日本大学） 

（２）高橋明義教授 

（北里大学） 

（３）柴田玲奈主任研究

員（水産工学研究所）・清

水大輔研究員（東北区水

明田水産業システム研究センター長より、開会が宣言された。

大石水産工学研究所長より、水産業システム研究センターがこれまでに

実施してきた「光」と「音」を活用した水産生物の行動制御や行動把握に

関する技術開発の現状を報告するとともに、今後の研究の展開方向を議論

したい旨、開会挨拶があった。

明田水産業システム研究センター長より本部会の趣旨説明が行われた。

配布資料の確認後、出席者に対して、当分野に関する研究ニーズのアンケ

ートへの回答が依頼された。

本部会では、２名の有識者（日本大学小島隆人教授、北里大学高橋明義

教授）から、光や音を活用した行動制御に関する先端研究事例について紹

介して戴いた。次に、水産工学研究所が取り組んでいる下記３件の研究事

例、①魚類の視覚特性を利用した種苗生産における生産効率向上を目指す

取り組み、光と音を活用した水産生物の研究事例として、②イカ釣り漁業

におけるイカ群行動制御技術の現状、③進展の著しい音響技術を使った実

海域での水産生物の行動把握手法、について報告した。

「行動制御および成長促進への音響刺激活用の可能性」

魚類は大脳皮質が発達しておらず、同じ音響刺激（音楽）を聴いた各個

体はほぼ同じように反応すると考えられており、適切な音響刺激(音楽)を
選択することで、魚群全体を良好な状態にする可能性がある。また、外敵

や餌生物が発する音に対して反応することで、逃避や捕食行動を瞬時にと

ることが知られている。そこで、水中音響を利用した行動制御を行うため、

魚類が音響刺激をどのように聴いて感じているのかを明らかにする試み

として、音楽や摂餌音に対する反応実験を行っており、その成果が紹介さ

れた。

「視覚機能を活用した成長促進の可能性」

白色塗装水槽において屋内飼育したマツカワの成長が、通常水槽（黒色

塗装）で屋内飼育したマツカワより優れていることが報告された。飼育時

の光環境として、緑色光照射が成長に対して促進的に働き、赤色光照射が

抑制的に作用することが報告された。網膜で受容された光刺激が脳内で統

合され、これが神経系、内分泌系および代謝系に作用を及ぼした結果と考

えており、現在は単色光の発光ダイオード（LED）光がマツカワの成長に

及ぼす効果とその機構を調べている。さらに、光受容の最前線に位置する

網膜オプシンの機能も分子レベルで調べている。本講演ではその最近の成

果として、LED 光照射とマツカワの成長、オプシンの構造と動態、LED
光照射とホルモン遺伝子発現等を解明するための取り組みが紹介された。

「種苗生産において魚類の視覚特性を利用した生産効率向上を目指す取

り組み」

種苗生産現場では、閉鎖空間での高密度飼育に起因する技術的諸問題に
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産研究所） 

（４）髙山剛研究員 

（水産工学研究所） 

（５）菊池夢美特任研究

員（現東京大学、元水産

工学研究所） 

５．総合討論 

６．閉会 

その他 

ついて、試行錯誤的に解決策を見出しているのが現状である。問題を解決

する糸口を見つけるために､生物機能のうち視覚機能に焦点をあて、種苗

生産の生産効率向上を目指す取り組みについて異体類を事例に報告した。

魚類の生息水深と分光感度には密接に関係があり、生息水深が深いほど分

光視感度曲線の最大値は短波長に移行すること、また、ホシガレイの仔魚

～稚魚の最適な光強度を調べ、24 時間照明で飼育した結果、ホシガレイ

の成長・生残率の向上や、白化抑制の効果が認められる結果について報告

した。

「スルメイカの対光行動とイカ釣り漁業の漁獲過程」

LED 漁灯をはじめとする省エネ型漁灯の技術開発や従来型の操業形態

からの転換に対するニーズが高いものの、イカ釣り漁業の漁獲過程につい

ては不明点が多く、LED 漁灯を用いた効率的な漁法の再構築が困難な要

因となっていた。水工研ではスルメイカの対光行動実験により、それらの

解明に取り組んでおり、本講演では実験結果を整理し、漁獲過程の全体像

を考察した結果を報告した。

「海洋生物の受動的音響観察と洋上風力アセスメントへの応用」

海産哺乳類を対象として、研究開発されてきた鳴音を用いた存在確認や

資源量推定手法を魚類に拡張して、新しい海洋生物の観測手法を構築する

ことを目指している。本講演では NEDO 事業により銚子沖に建設された

洋上風力発電施設周辺海域に、鳴音を用いた存在確認や資源量推定手法を

適用した結果について報告した。

総合討論では、各講演に対する質疑と、光と音を活用した水産生物の行

動制御や行動把握に関する新たな展開方向に関する意見交換が行われた。

主な意見交換の項目は以下の通り。

・最適な波長、照射時間

・水槽の塗装色や水温と MCH の関係 
・雑音と信号音との区別

・神経反応と魚の行動の関係

・音声の選択的聴取や好き嫌い

・産卵を抑制するための不快な音

・記憶出来る時間（試行回数）と忘却までの時間

・物理刺激→生理反応→認知処理→行動発現といったプロセスの解明 
・イカが光に集まる理由、サンマとイカの違い、餌料との関係

・音と光を同時に利用した場合、音楽と照明の組み合わせ

・魚の鳴音、鳴く魚（底魚、タラ類）と鳴かない魚（中層回遊魚）

・パッシブとアクティブの組み合わせで観測範囲を網羅する方法

・海生哺乳類の鳴声の分類による群の把握

光と音を用いた水産生物の行動把握と行動制御を目指した研究を推進

する上で、光や音等の物理刺激から生理反応、認知処理、行動発現に至る

各過程を解明することが重要であることが、参加者の共通認識として得ら

れた。今後、水産業システム研究センターでは、本部会での議論を現在実

施中の研究課題の検討に反映させるとともに、次期中期計画の計画策定に

際して役立てたい。

渡部業務推進部長より、閉会が宣言された。

水産業システム研究部会には複数の報道機関が参加しており、部会概要

は、12 月 2 日付け日刊水産経済新聞の一面に掲載された。 

その後の処理等 当日の配付資料をもとに議論の概要等を追記し、再整理した上で、報告書

として関係者に配布する予定である。
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行動制御および成長促進への音響刺激活用の可能性 

小島隆人（日本大学生物資源科学部 海洋生物資源科学科）

はじめに

楽曲の好みに個人差こそあれ，我々人間は音楽を聴くことで心癒されることが多い。多

くの楽曲に含まれる周波数成分は，人間の持つ生体リズムとほぼ同じで，パワースペクト

ルの傾きが 1/f になり，これが心地良さを生み出すとされている。ただし，人によっては音

楽を聴いても，心地良く感じる場合とそうでない場合があるのは，個々に高度に発達した

人間の大脳皮質の音楽に対する反応がそれぞれ異なるためと考えられている。一方，大脳

皮質が発達していない魚類の場合は，同じ音楽を聴いた各個体はほぼ同じように反応する

と考えられている。(Papoutsoglou et al. 2013) したがって，好みの差がある人間とは異なり，

魚の場合は適切な音楽を選択することで，魚群全体を良好な心理状態にすることも可能か

もしれない。

ヒトの内耳には，瞬時に構成周波数を聴き分けることが出来る蝸牛管があり，この器官

のお陰で人間は音楽の音色を味わうことが出来る。多くの哺乳動物の内耳にも蝸牛管が存

在するため，畜産動物にクラシック音楽を聴かせることでリラックス効果をもたらし，攻

撃行動の減少や，成長の促進などといった，産業面の効果が認められている。これに対し

て魚類には蝸牛管が無いため，複数の周波数から成る音色を聴き分けることは出来ないと

考えられてきた。キンギョが十分離れた 2 周波数を弁別して聴くことが可能であることが

示されているが，(Fay 1992) 夥しい数の周波数から音色を人間のように詳細に聴き分けてい

るかは不明である。(Fay 1995) とは言え，魚類は外敵や餌生物が発する音に対して反応する

ことで，逃避や捕食行動を瞬時にとり，生き延びてきた筈である。水中音響を利用した行

動制御を行うためには，彼らが音響刺激をどのように聴いて感じているのかを明らかにす

ることが必要である。

1. 聴覚閾値と音楽

 魚類の周波数別聴覚

閾値，すなわちオーディ

オグラムの測定は，古く

は放音と給餌による条

件付けによる手法で，次

いで放音と電激により

心拍間隔に見られる変

化を指標として測定が

行われていた。その後， 

新生児の聴力判定に用

いられていた聴性脳幹

図 1 いくつかの魚類のオーディオグラム 
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反応技法(ABR)が魚類に適用されて以来，

(Kenyon et al.1998) 硬骨魚のみならず，軟骨

魚やイカ・タコなどの頭足類，さらには鯨類

の聴覚閾値も測定されている。（図１）測定

手法により，閾値がやや異なる場合もあるが，

板鰓類は音圧に対する感度は悪く，イカや底

棲性の魚も聴覚閾値は比較的高い。これに対

してマイワシ，マアジ，マダイやマグロなど 

遊泳力のある海産魚類はこれより閾値が低く，鰾と内耳がウエーバー小骨で連結されてい

る骨鰾類が多く属する淡水魚は，魚類中最も聴覚感度に優れており，魚種により閾値には

かなりの開きがある。しかし，聴覚閾値が低くなる周波数域は，感度の良い骨鰾類でもせ

いぜい数 kHz までであり，大多数の魚類は 1 kHz を越えると急激に閾値が高くなっており，

約 20 kHz まで聴くことが出来るヒトに比べて，かなり低周波数域に限定された可聴域であ

る。図 2 はこれまで陸上動物に適用されてきた代表的なクラシック音楽である，アイネク

ライネ ナハトムジーク ロマンスアンダンテ（モーツアルト：以下アイネクライネ）の周

波数分析結果であるが，周波数 f に対するパワースペクトルの減少は f-1.25に比例しており，

1/f に近い傾きとなっている。アイネクライネを構成する主な周波数成分は，100 Hz 付近か

ら 1,000 Hz 間に多いが，魚類が聴音不可能な 10,000 Hz 付近でも大きな成分が見られる周波

数があり，魚は人間が感じているのとは異なり，低周波数を中心とした音を聴いている筈

である。蝸牛管の無い魚が，数多の周波数成分が織りなすクラシック音楽から，果たして

どのように音色を感じているのかは不明であるが，楽曲の違いを認識することも可能とさ

れている。(Chase 2001) さらに，アイネクライネを放音しながら飼育すると，コイ(Vasantha 

et al. 2003, Papoutsoglou et al. 2007)，ゴウシュウマダイ(Papoutsoglou et al. 2008)，ニジマス

(Papoutsoglou et al. 2013)，ブリで成長が良くなる結果が示されており，音楽は魚に何らかの

効果をもたらしていると予想される。しかし，音楽を聴きながら飼育された魚とそうでな

い魚との成長に，決して顕著な差がある訳ではなく，餌料効率を考慮すると，産業として

このまま適用可能な技術とは言い切れない。人間が聴いて心地良いクラシック音楽をその

まま魚に適用するのではなく，魚類を癒すためにより効果的な周波数帯の音とリズムで音

刺激を作成することで，養殖業に応用可能な技術が得られるかもしれない。

2. 摂餌音に対する反応

 人間の作った音楽は，自然界や養殖環境下

の魚にとって，それまで聴いたことのない，

初めての音刺激である。彼らが日常的に聴い

ているのは，外敵や餌生物の発する音，ある

いは摂餌の際の音であり，こうした音刺激を

用いることでも，魚群の誘引や摂餌効率の向

上が見込めるかもしれない。図 3 はウグイが 

図 2 ｱｲﾈｸﾗｲﾈﾅﾊﾄﾑｼﾞｰｸの周波数分析結果

図 3 ﾍﾟﾚｯﾄ摂餌時のｳｸﾞｲ捕食音 
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ペレットを摂餌する際に発した音を周波数分析した結果である。意外にも，本来魚が聴く

ことの出来ない数 1,000 Hz の成分が多く含まれている。5,000 Hz を越える高周波数成分が，

捕食時のどの行動から発せられたもので

あるかを確かめるため，ペレットをすり潰

してペースト状にしたもの，およびペレッ

トの煮出し汁を作り，これらを水槽に投入

したところ，ウグイはいずれも興奮して跳

ねまわった。その際発せられた音を分析し

た結果が，図 4 である。ペースト状にした

餌の摂餌音からは，ペレット摂餌時に見ら

れた，5,000～10,000 Hz の成分が減少し，

液体化した餌の場合は，この周波数帯の成

分がさらに小さくなった。ペースト状およ

び液体に対する反応で見られなくなった

周波数帯の音は，ウグイがペレットを噛み

砕く際に発せられた，“バリバリ”といっ 

た音ではないかと推測される。一方，3 種 

の餌のいずれにも含まれていたのは 100 Hz 付近の成分であるが，これはウグイの遊泳，も

しくは摂餌時の顎の開閉運動に伴って発生した音と思われる。

これら 3 種の音を，水中スピーカからウグイ魚群に向けて再生放音したところ，ペレッ

ト摂餌音の放音時のみ，餌を探しまわるような行動が見られ，ペースト状餌および液体化

した餌を摂餌した際の音を放音しても，このような行動は生じなかった。水槽内で飼い慣

らされたウグイは，日常的にペレットを与えられていたので，ペレットを噛み砕く音によ

って条件付けされていたのかもしれないが，本来聴こえない筈の 5,000～10,000 Hz の成分が

含まれるペレット摂餌音に対してのみ顕著に反応したことは，こうした周波数帯の音が実

は魚にとって可聴であるかもしれないことを伺わせ，これまで得られてきたオーディオグ

ラムとの関連について検証が必要である。飼育環境下にある魚が，通常与えている餌の捕

食音に対して特異的に反応したことは，自然界の魚にも適用可能であるのか，彼らが通常

捕食している餌を食べる時に発する音，あるいは特に反応する周波数帯に加工した音に対

する反応について確かめることで，音を利用した魚群行動制御の可能性が開けるだろう。

 内耳に蝸牛管を持たないため，音色を聴き分けられない，あるいは聴き分けられてもい

くつかの周波数の違いのみ，と考えられてきた魚類であるが，実際には，クラシック音楽

や摂餌音など，複雑な音色を認識しているのかもしれない。これまで魚類の聴覚感受性測

定に行われてきた，純音を用いた感受性測定は果たして彼らの聴覚能力を適切に表してい

るのだろうか，新たな疑問である。

図 4 ペースト状および液体化した餌に

対する捕食音 
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行動制御および成長促進への音響刺激活用
の可能性

日本大学生物資源科学部
海洋生物資源科学科

小島隆人

心拍間隔を指標とした測定

Synthesizer

7.7 m

Bio amp.Audio 
amp.

Underwater 
speaker 心電図導出用電極の装着

放音

魚類の音圧波感知メカニズム

音圧波

鰾

耳石

有毛細胞

耳石

聴神経 中枢へ

耳石

脱分極 脱分極過分極 過分極

発火 発火

耳石

9



耳石

脱分極 脱分極過分極 過分極

発火 発火

耳石

聴性脳幹反応 (ABR)技法を用いた聴覚能力の測定

頭皮上に置いた２つの電極

筋弛緩剤を用いて固定された魚 窒息を防止するための灌流水.

0.5 μV

20 ms1μV

0.5 μV

1 μV

100

200

300

Number of 
averaging

Brainstem 
waveforms

Signal sound   (105 Hz)

1

魚への負担の少ない，頭皮からの微弱な電位導出にはノイズが多く含まれる。そのため
同一条件での記録を繰り返して波形を平均して，信号音に対する反応のみを抽出する。

原波形にはノイズが含まれていて
反応が見にくい。
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マダイ(Kojima et al. 2010)

コイ(Kojima et al. 2005)

キンギョ(Kenyon et al. 1998)

Fathead minnow (Scholik and Yan 2002)

様々な手法により，各種魚類の聴覚閾値測定は急速に進んだ
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魚は音楽や摂餌音などの複雑な音を聴き分けているのか？
ｵｷｺﾞﾝﾄﾞｳ鳴音（カメラ首振り後）に対するブリの反応

人工音（カメラ首振り後）に対するブリの反応
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鳴音の周波数分析

オキゴンドウ

周波数 (Hz) 周波数 (Hz)

シャチ
バンドウイルカ
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ジュゴン

魚は本当に鳴音を聴いて反応しているのか？

成長を促したり，集魚に利用できる音はあるのか？

もしそうならば，音色の違いが認識出来るのか？（純音
と和音を違う音として感知している？）

哺乳類や鳥類には周波数を聴き分けるための器官（蝸牛管）
があるが，魚類にはない。

勝木・村田 1995
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蝸牛管の構造（渦巻状の蝸牛管を伸展）

基底膜

有毛細胞

音の進行方向

・低周波数音は管の奥まで到達するが，高周波数音は手前で減衰
するため，周波数により異なる部位の有毛細胞を刺激する。

・哺乳類では，蝸牛神経は延髄を経て大脳皮質聴覚領へ

これは何Hzと何Hzの合成音か，おわかりでしょうか。

200 Hz + 2000 Hz

2周波成分から成る合成音を用いた条件付け

? ?

スピーカー

1.条件付け後は，様々な純音を放音して餌の場所への集魚を調べる。

2.魚が元の合成音に2つの周波数が含まれていることを認識出来てい
れば，その周波数の純音を放音した時にのみ，餌を取りに来る筈。

2周波数の合成音による条件付け（完成前）
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2周波数の合成音による条件付け（完成後） 合成音による条件付け後の，純音放音に対する反応

キンギョの周波数弁別能力

純音を個々に放音
166 Hz, 724 Hz

交互に純音放音
166 Hz/ 724 Hz

合成音による条件付け
166 Hz+724 Hz

Fay 1992

条件付けに
用いた刺激

合成音（166 ,728 Hz）で条件付け
様々な純音を聴かせた時に音源に集魚した割合
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合成音(680,800 Hz)で条件付け
各純音に対する反応

マダイ
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・蝸牛管を持つヒトが，合成音に含まれる構成周波数を
特定出来ないのに，蝸牛管が無い魚は，合成音に含ま
れていた構成周波数を認識していた。

・魚の周波数弁別は，内耳における分析ではなく，異なる
周波数で共振する器官を利用したもの？

・弁別が器官の共振によるならば，器官数の周波数のみ
識別可能で，複雑な音色の識別は無理？

クラシック楽曲のブリ稚魚成長促進
に及ぼす効果

クラシック音楽やラジオ放送の動物への鎮静効果

イヌ(2002)・チンパンジー(2003)・ゴリラ(2006)・ゾウ(2008)・ブタ(2008)
・楽曲放音によるニワトリの増量・餌料効率改善(1989)
・乳牛の搾乳量増加 (1975,1990)

・コイの筋肉および肝臓内脂肪酸増加 (2007)

産業への応用

・陸上動物への鎮静・増量効果が認められているクラシック
音楽は，ブリ成育に効果が認められるか。

クラッシック音楽およびその他の放音を用いた
飼育実験後の成長比較

1. ｸﾗｼｯｸ楽曲（ﾓｰﾂｧﾙﾄ：ｱｲﾈｸﾗｲﾈ
ﾅﾊﾄﾑｼﾞｰｸ，ﾛﾏﾝｽｱﾝﾀﾞﾝﾃ）

2. 純音(300 Hz)のリズムで構成した
人工音

3. 全ての周波数を含むホワイト
ノイズの断続音

4. コントロール

)3002sin(...

)3002sin()3002sin( 2211

nn tA

tAtAy
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供試魚

実験Ａ 216尾(孵化後２ヵ月個体）

初期尾叉長：9.05±0.42 cm     体重：10.03±1.43 g

飼育期間：2011年 7月28日～8月24日：４週間，WT 23.5℃

実験Ｂ 120尾（孵化後３ヵ月個体）

初期尾叉長：19.19±0.39 cm    体重：107.96 ±6.27 g
飼育期間：2011年 9月2日～9月30日：４週間, WT 23.8℃

Cla：ｸﾗｼｯｸ

Ar：人工音

Con：ｺﾝﾄﾛｰﾙ

Cla

ClaCla

Cla

Ar

Ar

Ar

Ar

Con

Con

Con

Con

水槽は，位置による影響の無いよう配置

Wn：ﾎﾜｲﾄﾉｲｽﾞ

実験Ａ
7/28～8/24

各水槽(1 t)に供試魚18尾収容

実験開始時の尾叉長・体重は水槽間で差なし(P>0.05)

Cla：ｸﾗｼｯｸ

Ar：人工音

Con：ｺﾝﾄﾛｰﾙ

Cla

Cla

Cla

Cla

Con

Con

Con

Con

水槽は，位置による影響の無いよう配置

Wn：ﾎﾜｲﾄﾉｲｽﾞ

実験Ｂ
9/2～9/30

Wn Wn

Wn

Wn

各水槽(1 t)に供試魚10尾収容

実験開始時の尾叉長・体重は水槽間で差なし(P>0.05)

放音に用いた楽曲 最大音圧 130 dB (0 dB = 1 μPa)

1. ｸﾗｼｯｸ楽曲（ﾓｰﾂｧﾙﾄ：ｱｲﾈｸﾗｲﾈﾅﾊﾄﾑｼﾞｰｸ，ﾛﾏﾝｽｱﾝﾀﾞﾝﾃ）

2. 純音のリズムで構成した人工音
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各群の1日当り給餌量の変化

給
餌

量
(g

)

給
餌

量
(g

)

経過日数 (日) 経過日数 (日)

実験Ａ
9.1 cm FL, 10.0 g BW 

7/28～8/24

実験B
19.2 cm FL, 108.0 g BW

9/2～9/30
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ｺﾝﾄﾛｰﾙ

全供試魚（216および120尾）の体重・尾叉長の測定

ｸﾗｼｯｸ 人工音 ﾎﾜｲﾄﾉｲｽﾞ

n=4 n=4 n=4 n=4

各水槽における体重・尾叉長の平均値を求め，
各群n=4として集計
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ｸﾗｼｯｸ ｺﾝﾄﾛｰﾙ 人工音

結果 実験Ａ 9.1 cm FL, 10.0 g BW で開始
7/28～8/24

ｸﾗｼｯｸ ｺﾝﾄﾛｰﾙ 人工音

ｸﾗｼｯｸ ｺﾝﾄﾛｰﾙ 人工音 ｸﾗｼｯｸ ｺﾝﾄﾛｰﾙ 人工音

※ : P<0.05 , KS test
FCR: Food Conversion Ratio
(food consumed(g) / weight gain (g))
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実験B   19.2 cm FL, 108.0 g BW で開始
9/2～9/30 ※

ｸﾗｼｯｸ ｺﾝﾄﾛｰﾙ ノイズ

ｸﾗｼｯｸ ｺﾝﾄﾛｰﾙ ノイズ ｸﾗｼｯｸ ｺﾝﾄﾛｰﾙ ノイズ

※ : P<0.05 , KS test FCR: Food Conversion Ratio
(food consumed(g) / weight gain (g))
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給餌後放音

放音後給餌

魚類飼育時のクラシック音楽放音は，成長に何らかの
効果をもたらすかもしれない。

楽曲成分の何が効果があるのか？（聴覚特性との関連）

陸上動物と同様，鎮静効果への期待

魚類により効果のある楽曲創作の必要性

対象魚種の聴覚特性を考慮した好適な音色とリズム

高騒音，高密度飼育環境への適用
摂餌後の放音の方が効果あり
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ペレット摂餌（マダイ） イワシ摂餌（マダイ）
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摂餌音を放音すればどうなるか？ ペレット摂餌音の放音に対するウグイの反応
（餌無し）
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ペースト状にしたペレット摂餌音の放音に対する反応
（餌無し）

液体状にしたペレット摂餌音の放音に対する反応
（餌無し）
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ヒラタエイ(Casper and Mann 2005)

コモリザメ(Casper and Mann 2005)

カスベ(Casper et al. 2003)

マコガレイ(Suga et al. 2004)

スズメダイ(Sarah et al. 2005)

イカナゴ(Suga et al. 2005)

ヤリイカ (Mooney et al. 2010)

クロソイ(石崎ら. 1992)

マイワシ(Akamatsu et al.2003 )

マアジ(Matsuno et al. 1994)

キハダ(Iversen )

ブリ(未発表)

マダイ(Kojima et al. 2010)

コイ(Kojima et al. 2005)

キンギョ(Kenyon et al. 1998)

Fathead minnow (Scholik and Yan 2002)

魚類があまり聴こえない筈の，数千ヘルツの成分を含む
摂餌音に何故反応するのか？ ・数個の周波数しか弁別出来ないと推測される魚にとって，

心地良い音楽は人間のそれとは異なる？
クラシック音楽より，もっと効果的な魚生育およびAnimal 

welfare専用音楽の創作

・魚に効果的な成分を強調した音楽や摂餌音の創作

・魚種や餌により異なる摂餌音を使い分けることによる，
特定魚種を誘引することは可能か？

・これまで行われてきた閾値測定では聴音出来ない筈の
周波数帯を含む摂餌音に，何故魚が反応するのか？

魚はもっと広い周波数範囲で小さな音が聴こえている？
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視覚機能を活用した成長促進の可能性 

高橋明義（北里大学海洋生命科学部） 

１．はじめに 

 魚類はすぐれた色覚を活用して生きている。背地適応における体色と模様の周囲への調

和はその代表例である。メラニン凝集ホルモン（MCH）と黒色素胞刺激ホルモン（MSH）は

背地適応のための体色変化に関与する。MCH は色素胞中のメラニン顆粒を凝集して体色を

明るくする。MSH は逆にメラニン顆粒を拡散して体色を黒くする。これらのホルモンは食

欲にも関与する。MCH は食欲を亢進し，MSH は抑制する。したがって魚類が色彩や光環境の

変化に応答してこれらホルモンの産生と分泌が変化するとき，同時に食欲にも影響が及び

その効果が成長にも表れると考えられる。この仮定にもとづく一連の実験により，我々は

マツカワにおいて背地色ならびに光波長がその成長に影響することを見い出した。

 マツカワは冷水性の大型カレイであり，北海道および東北太平洋沿岸における重要な栽

培魚種のひとつである。近年，北海道で年間 100 万尾の種苗放流が行なわれている。われ

われはまず，白背地で屋内飼育したマツカワの成長が黒背地飼育に対して優れていること

を認めた。次いでフィルター透過光を用いる飼育により緑色光照射が成長に対して促進的

に働き，赤色光照射が抑制的に作用することを示した。網膜で受容された光刺激が脳内で

統合され，これが神経系，内分泌系および代謝系に作用を及ぼしたものと考えている。現

在は単色光の発光ダイオード（LED）光がマツカワの成長に及ぼす効果とその機構を調べて

いる。また光受容の最前線に位置する網膜オプシンの機能も分子レベルで調べている。本

稿ではその最近の成果を紹介する。 

２．LED 光照射とマツカワの成長 

［自然水温下］蛍光灯を光源とした実験ではカラーフィルターで灯具を覆い，無色フィル

ターを対照とした。屋内光を光源とした実験では水槽にカラーフィルターを被せた。対照

の水槽にはフィルターを被せなかった。これらの実験では，いずれにおいても緑色光が最

大の成長促進効果を示した。この現象をさらに追及するために，光源に青（ピーク波長 464 

nm），緑（518 nm），あるいは赤色光（635 nm）を発する LED を使用してマツカワの成長に

対する光波長の効果を調べた。光量子束密度は約 7mol/m2/s，照射時間は 09:00～17:00

（8L:16D）とした（図１）。 

 水温が次第に上昇する春季から夏季にかけては（平成 22 年 4 月～同 5月），水温 10℃以

下の時に赤色 LED 光群の摂餌量と日間成長率は青および緑の各 LED 光群よりも低かった。

この差は水温の上昇とともに消失した。 

 水温が次第に低下する秋季から冬季にかけては平均水温 17℃以上の時（平成 22 年 10 月

～同 11 月），LED 群間で摂餌量と日間成長率に差は見られなかった。しかし水温の低下に

伴って（平成 22 年 11 月～同 12 月，平均水温 13.3℃），赤色 LED 光群と対照の屋内自然光

下では摂餌量と日間成長率が減少した。さらに水温が低下したところ（平成 22 年 12 月～

平成 23 年 1 月，平均水温 8.8℃），これらの差は拡大した。 

［一定水温下］LED 光の成長促進効果を一定水温下（14℃，10℃，7℃），各色 LED 光照射
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期間 4 週間での飼育によりさらに検討した。光量子束密度は約 7mol/m2/s，照射時間は

06:00～16:30（10.5L:13.5D）とした。屋内自然光群を対照とした（図２）。 

 14℃飼育において青，緑および赤色 LED 光群のいずれも対照群に比べて有意に日間成長

率（体重）が増加した。LED 群の中では青色 LED 光群に最大の値が認められた。また青色

LED 光群と緑色 LED 光群の日間成長率は赤色 LED 光群に対して有意に高かった。10℃飼育

でも同様の傾向が認められた。7℃飼育では，飼育期間中に対照群の体重が減少した。これ

は代謝エネルギー量が摂取エネルギー量より勝っていたためだと考えられる。このような

条件でも LED 群は顕著な成長を示した。最大の効果は緑色 LED 光群において認められた。 

［まとめ］以上のように青，緑，赤色 LED 光それぞれの照射によってマツカワの成長が促

進した。特に青あるいは緑色の LED 光照射は低水温期に摂餌行動を高めた。これは LED を

活用することによって低水温期においても持続的な成長が可能となることを示唆する。 

３．オプシンの構造と動態 

マツカワの光受容能を理解するために桿体オプシン（RH1），紫外線型オプシン（SWS1），

青型オプシン（SWS2），緑型オプシン（RH2），および赤型オプシン（LWS）の cDNA クローニ

ングを行った（図３）。これらオプシンの cDNA を用いて視物質を再構成し，最大吸収波長

を測定した結果，一部のオプシンが特徴的な値を示した。最大吸収波長はそのオプシンに

とって最も効果の高い光といえる。今後成長促進効果の高い照明器具を開発する上で，本

研究は重要な意味を持つ。 

 一方，各オプシン遺伝子の眼球内 mRNA を成長段階別に定量した。その結果 0歳齢から 1

歳齢にかけて約 1/4～1/10 に発現が減少するオプシン（LWS，SWS2B と SWS1）と，発現が変

動しないオプシン（RH2B と SWS2A），約 2倍に発現が上昇する RH1 のグループに分かれた。 

 RH1 は桿体において薄明視に関与し，錐体オプシンは色弁別に関与する。本研究の結果

から，マツカワにおいては 0歳齢から 1歳齢にかけて薄明視が発達するとともに，短波長

光（青色光）および長波長光（赤色光）に対する感受性が相対的に低下することが示唆さ

れた。このことはマツカワの成長に対する特定波長光の効果が成長段階によって変化する

可能性を示唆する。マツカワは稚魚期には浅海に生息するが，成長に伴ってより深い海域

に移動する。光量は深くなるにつれて減少するが，相対的に緑色光が多くなる。マツカワ

の光感受性の変化はその生態と関連していることが示唆される。 

４．LED 光照射とホルモン遺伝子発現 

 7℃一定水温で4週間飼育したマツカワにおいて，食欲と成長に関与するホルモンのmRNA

含量を調べた。青色 LED 光群において，食欲亢進作用を有する MCH mRNA の脳内含量は対照

に比べて低い値を示した。緑色 LED 光群の値も低かったが，有意差は認められなかった。

やはり食欲亢進に係るオレキシンと神経ペプチド Yの脳内 mRNA 含量には，対照と LED 群の

間で差は認められなかった。下垂体における成長ホルモン mRNA 含量は，青，緑，赤色 LED

光群のすべてにおいて対照に比べて低かったが有意差は認められなかった。 

 LED 光照射によって成長が促進することから，LED 光被照射魚において上記 4種のホルモ

ン遺伝子の発現量が上昇すると考えられた。しかし得られた結果は期待とは異なっていた。

特定の光波長は神経・内分泌系を介してマツカワの食欲と成長を刺激したものと考えてい

るが，その機構の解明は今後の大きな課題である（図４）。 
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LED光照射下でのマツカワ飼育

青：464 nm (7.40 μmol・m-2・s-1)
緑：518 nm (7.23 μmol・m-2・s-1)
赤：635 nm (7.36 μmol・m-2・s-1)
白：屋内光［蓋なし］

照射時間：0900～1700

飼育期間 H22/10/12～H23/1/13
前期（10/12～11/12） 平均水温 17.4℃
中期（11/13～12/13） 平均水温 13.3℃
後期（12/14～ 1/13） 平均水温 8.8℃

要点
秋から冬に飼育
対照を白LEDから屋内光に

北水研厚岸庁舎での再現性確認試験

水温 ： 14℃，10℃，7℃

波長：青；464 nm緑，518 nm；赤，635 nm

平成24年度農林水産省プロジェクト研究
「食料生産地域再生のための先端技術展開事業」

対照（屋内光）

飼育期間 ：4週間

給餌； 飽食量

照射時間； 6:00～16:30

光量子束密度； 7.0 μmol/ m2/s

対照：屋内光
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眼

光波長の効果（仮説）
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図１　北里大学三陸キャンパスに設置
したLEDマツカワ飼育水槽
 水槽の蓋にLEDを設置した。マツカワ
を自然水温で飼育した。対照は自然光。

図２　北水研厚岸庁舎の暗室に設置し
たLEDマツカワ水槽
 調温により水温を一定（14℃、10℃、
および7℃）とした。対照は自然光。

図３　魚類オプシンの分子系統樹
マツカワにおいてクローニングし
たオプシンを含む。

図４　マツカワの成長に対する光波長
の効果（仮説）
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種苗生産において魚類の視覚特性を利用した

生産効率向上を目指す取り組み 

柴田玲奈（独立行政法人水産総合研究センター水産工学研究所）

清水大輔（独立行政法人水産総合研究センター東北区水産研究所）

はじめに

 仔稚魚の生残には栄養条件、水温、塩分、光、水質、飼育密度など様々な環境要因が影

響を及ぼす。飼育現場ではこれら環境要因を制御することにより、種苗生産の生産効率を

向上させる技術開発が進められてきた。現在はウナギ等の難種苗生産種と呼ばれる一部の

魚種を除き、ワムシやアルテミア等の初期餌料を利用した魚種については安定的に種苗を

量産する技術がほぼ確立されている。しかし、より高品質・高歩留まり等、種苗の生産効

率を向上させるためには、白化等の体色異常や形態異常、さらに噛み合いや共食い等が課

題として残されている。

水温、塩分、栄養塩等の環境の制御は比較的容易である。しかし、閉鎖された空間での

高密度飼育に起因する問題については、試行錯誤的に解決策を見出しているのが現状であ

る。魚類は成長とともに生態が大きく変化する。生態の変化は生物機能（視覚・聴覚等）

の発達と深く関わることが推測される。成長に伴う生態の変化に基づいた生物機能を調べ

ることで、問題を解決する糸口を見つけることができないだろうか？そこで本研究では､生

物機能の中でも視覚に焦点をあて、種苗生産の生産効率向上を目指す取り組みについて紹

介する。

生態の変化に伴う視覚特性の変化

 カレイ類は片側だけに両眼のあることが特徴となっており異体類と呼ばれる。浮遊仔魚

は左右対称の体制から変態を経て不対称に変化し稚魚となる。変態が開始すると眼が移動

し、その他鰭の発達や内分泌系等も変化するだけでなく、生態や食性も変わる（南，2001）。

例えば、マコガレイは、浮遊仔魚期には表・中層に分布し、珪藻類や橈脚類を捕食する。

しかし、変態後の稚魚は多毛類や Paracalanus.sp.を捕食する（南、1985）。眼の組織を見

ると、網膜の中の視細胞の一つで視精度に関わる錐体は、浮遊期には単錐体様光受容体で

あるが、視細胞の発達とともに縁辺部から単錐体の 2 つが融合し双錐体となり、中心部ま

で双錐体を形成し、変態後に単錐体と双錐体の正方型モザイクとなる。この変態後の錐体

構造は、成魚と同じである。単錐体と双錐体のモザイク配列は高い視精度を得るために重

要であると考えられている（Engström,1963）。最も規則正しいモザイクは早い動きの獲物

を捕食する動物に見られており、モザイクには動作探知の役割があることが示唆されてい

る (Lyall, 1957)。ここで改めて食性の変化に着目すると、変態前に受動的に大群で動き

のないプランクトンしか捕食できなかった仔魚が、変態後は、単体で動きのあるベントス
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を能動的に捕食できるようになる。すなわち、このような変態後の生態の変化は視覚機能

の発達に伴って生じることが推測される。

魚類は生息深度によって分光視感度曲線の最大値（波長）が異なり、水深が深いほど分

光視感度曲線の最大値は短波長に移行する。それは、太陽光線の海水中における透過特性

が波長により異なり、赤色光より青緑色光の方が深くまで透過するという光環境に対応し

て魚眼が適応したものと推定されている（Kobayashi，1962）。著者らは異体類 4 種（ヒラ

メ、ホシガレイ、ババガレイ、マツカワ）について分光視感度を測定した。その結果、ヒ

ラメ、マツカワ、ホシガレイ 3 種のピーク波長は 510～521nm であったのに対し、ババガ

レイは 485nm で、他の 3 種に比べて短波長寄りにピークが現れた。分光視感度の差違は生

息水深（3 種：数十～200m、ババガレイ 50～450m）に適応したものと推定され、Kobayashi

（1962）を支持する結果が得られた。視覚特性を調べる上で、生息深度を調べることが重

要である。

光を利用した飼育

 成長・生残に光環境がどのような影響を与えるのか、その実験例を紹介する。生態の異

なる異体類 3 種（浅海に生息するホシガレイ、深海に生息するババガレイ、他 2 種の中間

層に生息するヒラメ）について、発育段階（開口期、変態期、稚魚期）ごとに 5 段階（0，

0.2，2.3，12.6，22.8μmol･m-2・s-1）の光強度を設定した透明ビーカー（１L）内で飼育

実験を行った。好適な光条件は摂餌状況（摂餌率・摂餌量）および 10-15 日間の飼育（光

周期 12L：12D）での成長・生残により評価した。その結果、良好な摂餌、成長、生残を得

るために必要な光量子は、ホシガレイ 12.6μmol･m-2・s-1以上、ヒラメ 2.3μmol･m-2・s-1

以上、ババガレイ 0.2μmol･m-2・s-1以下であり、浅海に生息する魚種ほど高かった（ホシ

ガレイ＞ヒラメ＞ババガレイ）。また、ホシガレイ種苗生産の問題点である 15 日～20 日齢

仔魚の摂餌不良による初期減耗を改善するため、開口時において良好な摂餌状況を得るの

に必要な最低の光量子量（12.6μmol･m-2・s-1）を 24 時間照明する飼育実験を行った。そ

の結果、光照射により発達・成長の促進、生残率の向上が認められた。さらに高成長・高

生残を維持しつつ白化個体の発生を抑制するためには、1 週間程度の照明期間が適している

ことが推定された。現在、東北区水産研究所では量産規模の種苗生産に好適な光強度（12.6

μmol･m-2・s-1）および 24 時間照明を取り入れて飼育することにより、自然光飼育よりホ

シガレイ種苗の生残率や体色正常率が大幅に向上している。このように生態に即した好適

な光環境にすることにより、生残率・成長率の向上が期待できる。

ヒラメの種苗生産への活用・応用

栽培対象種の代表格であるヒラメは、卵から親魚育成まで一貫した養殖システムが確立

されている魚種である。ヒラメも他の異体類同様に、変態に伴い生態や視覚機能に変化が

生じる。ヒラメの視覚機能の発達については Kawamura & Ishida (1985)が、仔魚期から

着底稚魚期に至る感覚器（視覚・嗅覚等）と行動の関係について報告している。感覚器の

中で視覚に着目すると、孵化した仔魚は色素沈着がなく、3 日後に沈着や視細胞（単錐体）
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が形成され、変態期に桿体や双錐体が分化し、正方型モザイクが形成される。一方行動に

ついては、3 日目から摂食が開始され、正の走行性を示すが、変態後には正の走行性は消滅

し夜間に活動的となり、浮遊性から底生性へのシフトはこの段階で発生すると報告してい

る。このようにヒラメは変態を境に視覚機能と生態に大きな変化が生じる。しかし、稚魚

期から成魚にかけて生殖腺を除き体のサイズ以外大きな形態的変化がない。そのため疾病

等生残率に影響を及ぼすようなことがない限り、密度調整されながらも水槽の大きさや照

明はほぼ同様の飼育環境で育成されているのが現状である。しかし稚魚期以降では本当に

生態の大きな変化はないのだろうか？

著者は瀬戸内海燧灘におけるヒラメの生態について試験操業及び標識放流試験により調

査した。生息深度に着目すると、浮遊期（表層）、稚魚初期（数ｍ）、稚魚後期（数十 m）、

未成魚期以降（数十～150m）と大きく変化する。また、食性ではアミ食性から魚食性へと

変化（稚魚）し、餌生物の色彩についても大きく変わることから、自然海のヒラメの視覚

特性は成長段階毎に対応して変化していることが推測された。

このように、対象種の成長段階毎に適した光環境を調べていくことが重要であり、適し

た光環境にすればヒラメもさらに効率的な種苗生産が可能と思われる。今回はヒラメを例

に挙げているが、今後種苗生産においてヒラメ以外の魚種でも光を活用することでその効

果が期待できるであろう。

引用文献

Kawamura, G., and K., Ishida (1985) Changes in sense organ morphology and 

behaviour with growth in the flounder Paralichthys olivaceus. Bull. Jpn. Soc. Sci. 

Fish. 51,155-165．  

Kobayashi, H. (1962) A comparative study of electroretinograms in fish, with special 

reference to ecological aspects. J. Shimonoseki Coll. Fish., 11, 407-538. 
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種苗生産において魚類の
視覚特性を利用した生産効率

向上を目指す取り組み

柴田玲奈（水工研）・清水大輔(東北水研）

本日の内容

１．視覚と生態の関わり

２．光を利用した飼育

３．今後の展望

１．視覚と生態の関わり

浮遊生活
底生生活

変 態

（Fukuhara､1988）

metamorphosis

マコガレイ

変態前から変態後への生態の変化

食性

珪藻類や橈脚類を捕食
（南，1985)

流れ来る餌を捕食するタイプ
（山本ら，2005)

多毛類やParacalanus sp.を捕食
(南，1985)

餌生物を捕りにいくタイプ

摂餌様式 Day Feeder Day Feeder

分布 表・中層（南，1981) 底層（南，1981)

視覚能力 低い？ 高い？

マコガレイの錐体の発達

単錐体様
光受容体

縁辺部から
双錐体

中心部まで
双錐体

単錐体と
双錐体

写真部位
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成魚変態後

双錐体

単錐体

正方型モザイク

錐体構造は
変態後に

完成している！！

変態により視覚能力は向上する。

柴田・宇都・深山(2013)生態の変化と視覚機能の発達は密接な関係
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魚類の分光感度曲線の最大値（横軸）と、住み場所の深
さ（縦軸）との関係、黒丸を横切る二重線は最大感度の
50%、一重線は10%に対する感度曲線の広がり範囲を
示す。（Kobayashi, 1962)

魚類は、住み場所が深いほど
分光感度曲線の最大波長が異なり
水深が深いほど分光感度曲線の
最大値は短波長に移行する。

住み場所と視覚の関係

太陽光線の海水中における透過
特性から赤色光より青緑色光の
方が深くまで透過するという環境
に対して魚眼が適応したものと
推定されている。(Kobayashi，
1962）

4魚種の生息水深の違い

柴田・清水・長谷川 (2012)

水深(m)

100

200

0
ヒラメ ホシガレイ マツカワ ババガレイ

稚魚期

砂浜域・
干潟

成魚期
乃一ら(1991) 和田ら(2010)北海道水産林務部ほか資料石田ら(1977)

ホシガレイ

ババガレイ ヒラメ
マツカワ

（相対感度0.8
以上）

510

485

521

515

２．光を利用した飼育

３．今後の展望 南(1982)南(1982)

浮遊生活期 底生生活期

ヒラメ

仔魚 稚魚 未成魚～成魚

変態

視覚機能が発達する

生態が変化する

初期減耗が大きい

ホシガレイでは光を利用することにより
成長・生残率向上や白化の抑制効果

生息水深と視覚特性は関係がある

？
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尾虫類 アミ類 魚類 魚類

0

50

100

浮遊生活期 底生生活期

プランクトン
食性

表層 浅海底層

アミ食性

底層

魚食性

底層・回遊

魚食性

(m）

外海へ

変態 回遊開始

成長段階毎に適した光環境を調べていくことが重要

光を用いた行動制御

〇噛み合い

〇共食い 水槽の底面に着底

個体間距離が狭い

高密度化

光の利用

等・・・

まとめ

〇視覚特性と生態は密接な関係がある。→成長段階ごとに
適した光環境を調べていくことが重要！

〇成長段階ごとに最適な光環境を選定することで、成長率
や生残率向上、白化抑制の効果が得られるだけでなく、コス
ト削減にも貢献！

〇光を用いて噛み合いや共食い等を抑制する行動制御技術
の開発！
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スルメイカの対光行動とイカ釣り漁業の漁獲過程 

髙山 剛（独立行政法人水産総合研究センター水産工学研究所）

スルメイカ Todarodes pacificus は、わが国周辺海域において年間約 20 万トン前後漁獲さ

れ、そのうち釣り漁業による漁獲量は全体の 5 割程度を占めている。イカ釣り漁業におい

て、漁灯の明るさは漁獲量に直結すると漁業者には認識されており、漁灯の重装備化の結

果，燃油多消費型の経営形態が定着することとなった。しかし、近年の燃油価格の高騰の

影響を受けて，LED 漁灯をはじめとする省エネ型漁灯の技術開発や、従来型の操業形態か

らの転換に対するニーズが高まりつつある。他方、イカ釣り漁業の漁獲過程については不

明点が多く、効率的な漁法の再構築を困難なものにしていた。本発表では、近年実施され

たスルメイカの対光行動実験の結果を整理し、漁獲過程の全体像について考察する。

光源への定位行動の要因を検証する実験では、陸上の水槽を用い、光強度に勾配がある

環境にスルメイカをおいて行動観察を行った。実験装置として、円形水槽上縁に白色 LED

光源を設け、遮光板ないし減光板によって、光源側から水槽底面中央までの半面に陰影が

落射できる構造とした。水槽内のスルメイカ群に対しては、白色 LED 光源を点灯した状態

で、(1) 陰影を形成しない、(2) 遮光板による陰影を形成、(3) 減光板による陰影を形成、

の 3 条件を与えた。LED 光源の点灯直後、いずれの条件においてもスルメイカは鰭方向か

ら光源へ接近する反応を示したが、スルメイカが滞留した位置は、上記(1)および(3)の条件

では光源の直下、(2)の条件では陰影外側の明域だった。イカの滞留位置の光量子束密度は、

条件によって 5 倍近く異なった。また、水槽内において最も光量子束密度が高かった領域

は、(1)では光源の直下、(2)および(3)では、ともに陰影外側の光源に最も近い位置であっ

た。各条件において、スルメイカの滞留位置は水槽内の最も明るい領域とは必ずしも一致

せず、滞留位置の光量子束密度も大きく異なることから、滞留位置を決定する要因は、光

刺激の強度ではない可能性が考えられた。他方、スルメイカと光源の位置関係に着目する

と、スルメイカの滞留位置は、スルメイカから見た光源の仰角が最大となる位置である点

がいずれの条件でも共通していた。光の到来方向がスルメイカの対光行動を決定する要因

として重要であり、水槽内のスルメイカが示した行動は、水平方向から到来する光に誘引

されて光源に接近し、光環境に応じて、なるべく上方から光が到来する位置に滞留した結

果であると考えられた。
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漁灯光の到来方向および強度は、漁灯と観察者の位置関係によって変化する。船体から

の距離と深度に応じた漁灯光の視認性の差異を検証するため、イカ釣り漁船の周辺で海中

空間の写真撮影を行った。距離別・深度別の撮影画像を比較したところ、漁船近傍の表層

では点灯中の漁灯が像として直接視認できる一方、漁船から離れた測点や比較的深度が深

い海中では散乱光のみが観察された。漁船から離れた測点で観察された散乱光は、漁灯が

存在する方向の低い仰角から到達していた。また、漁船の直下、船体の舷側方向では、水

面方向を中心として、周囲全体に輝度の高い空間が観察されたが、船体の前後方向では、

輝度の高い空間は漁灯の存在する方位に偏って観察された。ソナー等による観察では、船

体の前後方向では船下にイカ群が進入する頻度が高いことが確認されており、水平方向の

空間の輝度分布特性が船下へのイカ群の進入を促している可能性が考えられた。

以上の結果を総合すると、スルメイカの漁獲過程には次のようなステップが存在すると

考えられる。すなわち、漁灯光に遭遇してその方向に向かう誘引、上方から漁灯光が到来

する漁船周辺で滞留し、群れを形成する蓄積、船体の前後方向に形成される光環境などに

よって引き起こされる船下への群れの進入、の各段階である。これら各段階はスルメイカ

の対光行動にともなって自動的に進行すると考えられるが、船下への蓄積量が多くても漁

獲量が伸びない事例が存在することも知られており、漁灯光への応答を示したスルメイカ

のうち、最終的に漁獲に至る個体は一部である可能性が示唆される。漁灯を利用したイカ

釣り漁法の効率的な再構築にあたっては、各段階における効果を最大化するだけではなく、

これら過程の進行を促す技術の開発も必要となろう。
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スルメイカの対光行動と
イカ釣り漁業の漁獲過程

水産総合研究センター 水産工学研究所
エネルギー･生物機能利用技術グループ

髙山 剛

1．光で集めて陰に導く?
・・・イカ釣り漁法の概要と問題点

2．スルメイカの行動の謎を解く
・・・実験や観察でわかった対光行動の原則

3．イカ釣りの漁獲過程を考える
・・・漁獲メカニズムの考察

4．「スマート漁灯」の実現に向けて
・・・漁灯技術改良の方向性

目次

いか釣り漁業とは？

オモリ

10cm

擬餌針

スルメイカだけで年間約
10万トン漁獲

燃油価格の上昇を背景に、よりエネルギー
効率の高い代替光源が求められている

現在主に使用されている

メタルハライド灯

新光源としてLEDが注目されている

問題点

漁獲過程の全体像が
わからない!

イカ釣り用LED漁灯の開発

が行われてきたが、効率的
な利用法は未確立

1.誘引 2.威嚇

3.駆集

漁獲過程の作業仮説 （四方 2010）

しかし･･･行動レベルの光刺激‐反応
特性の把握は十分ではない

暗闇でのスルメイカの
行動 （髙山ら2013）

着底行動

遊泳行動

衝突行動

暗環境下では主に着底し，
時々激しく壁面に衝突

明環境下では離底して遊泳

衝突行動は明・暗両環境で
起こる。ただし明環境下で
は軽い接触程度

暗環境中では物体や
他個体との位置関係
の保持が困難となる

スルメイカの行動実験

B 遮光板による陰影 C  減光板による陰影

◆どこでも光源が見える
●光源に近いほど明るい

◆影の中では光源が見えない
●陰影の外側が も明るい

◆影の中でも光源は見える
●陰影の外側が も明るい
●光源に近づくほど暗くなる

8尾のイカの対光行動をカメラで把握

A 陰影なし

白色LED光を下向きに1分間照射後，
横向きに切り換えて10分間照射

横向き光には3つの条件
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共通するのはイカか
ら見て光源の仰角が
大となる位置

横からの光→誘引
上からの光→滞留

何がイカの滞留位置を決めているのか?

大の光刺激を受け
る位置?

特定の光強度?

実験C

実験A

実験B

高照度域を避ける?

7

イカはなぜ表層に現れないのか？

回避する光環境は?

漁灯直下では直達光に加えて
多方向からの散乱光が観察実験C

実験A

実験B

あらゆる方向の空間が明るく見
える環境を回避している?

8

イカは強い光刺激自体は忌避
しない

実験や観察でわかったスルメイカの対光行動

(4)あらゆる方向から光が入射する環境を避ける

(1)光のない環境では成群しない

(2)水平方向から入射する光に誘引される

(3)上方から光が入射する環境に留まる

イカ釣りの漁獲過程はこれら要素の複合応答では?

対光行動特性に基づく漁獲過程のシナリオ

スルメイカの行動から
考察された漁獲過程

1.誘引

0.散在

2.忌避

3.蓄積

4.誘引

漁灯の影響のない
状態→原則（1）

漁灯光へ遭遇して漁灯
方向へ接近→原則（2）

落射光下で蓄積
→原則（3）

多方向から散乱光が入射
する環境を回避→原則（4）

船体の前後方向に移動した一部の群れは視覚刺激をきっ
かけとして船下へ進入し擬餌針を捕捉→原則（2）

10

光源の効率改善だけではエネルギー問題は解決しない

素子の効率向上
灯体デザインの改善

によって漁灯の効果範囲の拡
大が見込まれるが・・・

「省エネランプ」と呼ば
れていたメタハラ漁灯に
よってさらなる漁灯拡大
競争がもたらされた

･･･いつか来た道

誘引効果の拡大のみでは新技術がもったいない

将来展望

Before

After

「スマート漁灯」の実現に向けて

光源の効率改善だけではエネ
ルギー問題の解決はできない

漁獲過程の理解とLEDの特性

の活用によって積極的な行動
制御を実現することが重要

例えば・・・

配光にメリハリを付けて無
駄をなくす

漁獲過程の各段階の進行
を促すような光環境を作る

進行を促す!

無駄をなくす!
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海洋生物の受動的音響観察と洋上風力アセスメントへの応用

菊池夢美（東京大学大学院水産資源学研究室）

赤松友成（水産総合研究センター水産工学研究所）

 声を用いた存在確認や資源量推定手法が，とくに海産哺乳類で発達してきた．一方魚類

においても，産卵行動や威嚇，攻撃行動に伴い鳴音を発することが報告されている．本研

究では，声による資源モニタリングを魚類に拡張し，新しい海洋生物の観測手法を構築す

ることを目指す．

2012 年 6 月および 2013 年 5 月から 7 月にかけて，NEDO 事業により銚子沖に建設された

日本で初めての本格的な洋上風力発電所海域を対象に（図 1）水中録音装置 AUSOMS-mini

（アクアサウンド社製）をイー・アンド・イーソリューションズ（株）の協力を得て設置

し，5 日から 9 日間の連続録音を実施した．午前０時から２時までの間は PCM モード（非

圧縮形式）で録音を行い，それ以外の時間帯はすべて WMA モード（圧縮形式）で録音を

実施した（図 2）．2012 年６月は洋上風力の建設前，2013 年５月以降は洋上風力の建設後と

なる．2013年には洋上風力の建設現場から約3km離れた地点を対象区として，AUSOMS-mini

による録音を同時に実施した．記録された音響データより魚類鳴音と思われるものを特定

し，その特徴から Matlab による抽出プログラムを構築し，魚類鳴音の自動抽出を行った． 

記録された魚類鳴音はいずれもパルス列で構成されたドラミング音で（図 3），ピーク周

波数は 800Hz 以下であった．2012 年と 2013 年の鳴音を比較すると，ピーク周波数および鳴

音のパルス間隔は類似しており，同じ魚種である可能性が示唆された．また，これまでに

得られている鳴音の真値と比較した結果，記録された鳴音はニベ科のシログチの声に近い

ことが分かった．

一方，鳴音の持続時間においては，2012 年に主に確認された約 0.1 秒の短音と比べて，

2013 年には 0.1 秒の短音と 0.3 秒以上の長音の２種類が顕著にみられた（図 3）．これまで

に，ニベ科においては体長と鳴音のパルス間隔の間に相関関係のあることが報告されてい

ることから，今回確認された鳴音の長さの違いについても，魚の体長が影響している可能

性が考えられた．単位時間あたりの鳴音数を比較した結果，2012 年と比べて 2013 年には鳴

音数が減少する傾向がみられたが，いずれも受信頻度は夜間に高くなる傾向が認められ，

変動周期は約 24 時間であった． 

2013 年においては，洋上風力発電所建設現場およびその対象区における単位時間あたり

の鳴音頻度を比較した．その結果，単位時間あたりの鳴音数は試験区と対象区でほぼ同様

の値を示しており，特に７月においては鳴音頻度のピークが試験区と対象区で交互に見ら

れる傾向があった．このことから，魚の群れが 2 地点の間を移動しながら鳴いている可能

性が示唆された．
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 このような長期間の水中録音によって，魚類鳴音を用いた観測が有用であることが示さ

れた．本研究では，記録された鳴音の特徴からこれがシログチであると推測した（図 4）．

今後は魚の鳴音の真値を増やし，これをカタログ化することで，収録された鳴音より魚種

の特定が可能になることが期待される．

2012 年と比べて 2013 年には短音と長音長音の 2 種類が顕著に確認された．この鳴音の持

続時間の違いについては，過去の知見から体長と鳴音の長さの関係が示唆され，2012 年と

比べて 2013 年には体の大きい魚が多く存在していた可能性が考えられた．今後，バイオロ

ギング手法などにより，様々な体サイズの個体の鳴音の特徴および鳴音頻度を明らかにす

ることで，長期間の音響データから対象魚種のサイズや密度を把握することが期待される．

また，本研究では，距離の離れた 2 カ所で同時に収録することにより，対象魚種の群れが

移動していたことを示唆する結果が得られた．今後は，マイク２本を搭載した音響装置に

よるステレオ録音を実施することで，より詳細な魚の動きを検出することが可能となり，

動態把握に有用な情報が得られることが期待される．
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調査概要

水中音響記録装置 AUSOMS-mini
(Automatic Underwater Sound Monitoring System mini）

使用機器

192 mm

51 mm
Hydrophone

連続記録：9日間（WMA）
24時間（WAV）

Freq. response; 40 ~ 13000Hz

長音 0.9 sec

短音 0.2 sec

2 sec

パルス構造のドラミング音

2012年は0.1秒ほどの短音
2013年は0.3秒以上の長音と短音

釣りによる魚種の特定

• 日付；2013年6月3日

• 場所；洋上風力，対象区

• 釣果；イシモチ ２匹（体長21cm, 29cm）

• 鳴音；つり上げた際に鳴音確認

図1.　調査地 図2．使用機器

図3．パルス構造のドラミング音 図4.　釣りによる魚種の特定
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質疑応答(敬称略) 

講 演 

行動制御および成長促進への音響刺激活用の可能性 小島隆人（日大） 

Q.渡部 長期間ノイズ等の高いレベルでの音圧下に曝された場合、どのような影響がある

か？

A.小島 以前、魚の産卵を抑制するために音で制御したことがある。しかし、ずっと同じ音

を使っていると次第に慣れてしまう。また、条件付けにより嫌な刺激と共に音を出

すことでも同様の効果がある。

視覚機能を活用した成長促進の可能性 高橋明義（北里大）

Q.清藤 光を当てる時間について効果的な長さは？長日処理、短日処理などを行い活性を変

えることがあるが、その影響はないのか？

A.高橋 最適な時間は分かっていない。ずっと照射する必要があるのか、餌を食べる直前だ

け照射すれば良いのか等は今後調べたい。

Q.渡部 白背地水槽の実験について水温との関係では、低温でも成長は促進されるのか？

MCH はこの場合どのようになっているのか？ 

A.高橋 水温との関係は調べていないので分からない。白水槽で飼育した方が MCH は高く

なっている。ただ、MCH が食欲増進に影響しているかどうかは分からない。その他

の要因が成長に影響を与えている可能性がある。山野目さんへ、他に情報があれば

ご提供願います。

A.山野目 高水温条件と低水温条件でそれぞれ別個に飼育したことはないので、水温と成長

との関係については答えることができない

種苗生産において魚類の視覚特性を利用した生産効率向上を目指す取り組み 柴田玲奈

（水工研）・清水大輔（東北水研）

Q.白石 照明時間を 24 時間とすることで生残率が向上したとのこと。何％向上したか？以

下は感想。摂餌がうまい個体、下手な個体がある。そこに着目して摂餌時間を長く

して（慣れさせて？）生残率を向上させたことは面白い。但し共食いを始める時期

からの照射時間は注意が必要。

A.渡部 自然の光条件下に比べ生残率で 20~50%、平均成長率は 50～80%向上した。 

スルメイカの対光行動とイカ釣り漁業の漁獲過程 髙山剛（水工研） 

質疑なし
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海洋生物の受動的音響観察と洋上風力アセスメントへの応用 菊池夢美（東大農）・赤松

友成（水工所）

Q.越智 最終目標である資源モニタリングに結びつけるには多くの種の声を聴けることが

望ましい。この見地から魚類は多かれ少なかれ鳴くのかという点につき聞きたい

A.赤松 一般的には、カジカのような巣を持つ底魚類は鳴くことが多い。中層ではスケトウ

ダラおよびタラ類は鳴くことが多い。一方、浮魚資源は鳴かないものが多い。しか

し、浮魚資源はアクティブソナーを用いた方が計測しやすいため、計測手段の面か

ら考えるなら問題にはならない。底魚資源はアクティブソナーが使用できない場合

が多いため、底魚資源の計測に魚類の鳴音が使えることになるかもしれない。

Q.今里 興味深いご講演ありがとうございました。洋上風車設置後の観測において風車から

の水中放射音の影響についてご意見（ご知見）をいただきたい。

A.赤松 銚子の洋上風力発電施設周辺域で調査されている。現状では音源から数百 m 離れ

た場所ではバックグラウンドノイズに埋もれてしまうレベルであることが分かって

いる。そのレベルの音が半径 1km 以内で魚に影響するのかが焦点になってくる。 
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総合討論（敬称略） 

司会者（赤松）より話題提供者の内容に関する質問、意見の確認があり、総合討論を開始

した。主な内容は以下の通りである。 

Q.白石 マツカワの生息水深は高橋先生のご発表の緑・青の波長と一致しているのか？ 

A.高橋 要旨に成長段階別にどのオプシンが発生するのかを示した。この結果から、成長が

進むにつれて緑や青色といった長波長を感じやすくなっており、暗いところでも光

を感じられるようになることが示唆される。また、波長の短い紫色光は感じにくく

なるようだ。柴田さんの発表によると深度が深くなると緑色光が相対的に多くなる

ようなので、成長段階ごとの光環境と一致しているのかもしれない。

A.柴田 マツカワの ERG 分析では 510nm（緑色）の感度が高い結果が得られている。 

Q.井貫 人間の場合、聴覚や視覚の神経が感じた信号を脳で処理して感じていると聞いたこ

とがあるが、魚の場合はどうか？神経の反応で見ている結果が魚の反応に直につな

がるかどうか、考える必要はないのか？

A.高橋 光の照射によって魚の脳内ではモノアミンの濃度に変化がみられ、伝達物質の分泌

に影響を与えているという知見がある。

A.小島 脳波だけでなく行動実験も併せて行う必要があると考える。 

A.赤松 人間を始めとしたほ乳類にはカクテルパーティー効果が認められるが、魚類は周波

数分別能力がないため、同様の反応を示すかどうかについては懐疑的である。

Q.青木 数十年前に音の研究（漁船研究室）をしていたその当時は演歌が一番とか？小島先

生の報告ではクラシックを流して研究していたが、魚が好む音は？

A.小島 今のところ分かっていない。しかし、ほとんどの音楽は周波数成分が 1/f になるの

で、その辺りが効いているのかもしれない。

Q.古藤 ①学習（記憶）までの時間または期間はどのくらいか？②忘却までの期間はどのく

らいか？

A.小島 魚種にもよるが 50回/日ほどの頻度で 100回ほどの条件付けを行うことで学習する。

忘却までの期間は今すぐには答えられない。

Q.田丸 光や音を使った行動制御技術の実用化を考えるならば、ある特定の対象種について

の視覚や聴覚特性を網羅的に扱う方が効率が良いと思う。その際に対象種として適

しているものはあるか。

A.高橋 ある程度のコストをかけて研究をするのだから、値段の高い魚が良いと思う。現状

はまだアタリをつけている段階で、ある程度のアタリがつけば近縁の魚種等へと応

用できるのではないかと思う。
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Q.山野目 イカはなぜ光に集まるのか、集魚効果を調べていたが、船の音の影響はないの

か？漁業現場における現象と水槽実験の結果の間には乖離があることと思うが、餌

となる生物の影響はないのか？

A.髙山 スルメイカは真っ暗な環境下だと遊泳能力や集群能力が低下するため、どちらかと

いうと昼行性であると思う。なぜ光に集まるのかは分かっていない。スルメイカは

音に関する感度はあまり高くと聞いており、漁獲メカニズムに対する音の影響はプ

ラスでもマイナスでもないと考える。水槽実験では、餌生物が介在しなくてもイカ

の行動が起こるため、餌生物が漁獲メカニズムで果たす役割は 2 次的なものと推察

する。現場と水槽実験との対光行動の違いは餌生物の有無よりもむしろ水槽の反射

等による影響が大きいのではないかと考える。

A.赤松 一般的な船舶から発生する音は 160dB くらい、威嚇効果は 140dB くらいから確認

されるので、半径 10～100m くらいの範囲では威嚇効果がある場合がある。威嚇効果

はあっても生理的に魚類の内耳を破壊するほどの影響はない。

Q.飯島 海生ほ乳類で確立されている個体数や個体密度を求める方法はどのようなプロセ

スで確立された？それを魚類に応用するにはあと何が必要なのか？

A.菊池 現在、ステレオマイクを使って銚子沖の魚類について移動追跡調査を行っている。 

A.赤松 音響バイオロギングという手法を用いて、あるイルカがどのくらいの頻度で鳴くの

かを明らかにしている。このようにしてマイクが受信する頻度から生息数の期待値

を逆算できる。ただし、どのくらいの頻度で鳴くかは状況により大きく異なるため、

複数の水中マイクを展開したり、録音装置を生体に付けたり、音と映像で標識再捕

を行うといった方法でノイズの除去を行っているところである。

Q.山野目 柴田さんへ、実験は変態前の仔魚を扱っているのか？ 

A.柴田 その通りである。 

Q.長島 イカ釣り漁法について、誘引、蓄積、誘導の各段階の実証等による解明と友に漁具

と光と魚群の関係から釣獲技術を開発することも重要と考えられる。問題点を共有

したい。

ここで、司会者（赤松）より本会議のテーマである『光と音を用いた水産生物の行動把握

と行動制御の可能性』について、研究を行う目的や解明されたときの効果に関して図１が

提示された。また研究手法について行動学的、生理学的にそのメカニズムを解明して行動

制御へ結びつけていくことの重要性が示され（図２）、総合討論は続いた。
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図１ 図２

Q.越智 他のパネリストの研究で自らの研究に取り入れられそうなものあるいはその逆は

ないか？

A.小島 音楽を電気刺激の強弱に換え、音と光の両方を刺激として与えることで効果はアッ

プするか。

A.高橋 アップすれば面白い。 

Q.高橋 光を魚の眼に照射した際の脳波を観測することは可能か。 

A.小島 分からない。 

Q.小島 遊泳による水粒子の擾乱具合は魚種によって異なると思うが、今後これにより資源

計測を行うことは可能か。

A.赤松 水粒子の変異は近距離でしか認識できないので、計測に使うのは難しい。漁網が魚

に迫っている場合には水の動きで魚が逃避行動を示すが、人間がフェイクで水粒子

の変動を与えてやることで効率的に漁網に取り込むことができるかもしれない。近

年水粒子の変異の計測機器についても性能向上が認められており、浜松フォトニク

スの計測機を使えば、比較的安価に nm 単位での粒子変異の計測ができる。 

Q.髙山 メダカは多種の視物質をもっているようだが、一つの視細胞に多種の視物質を持っ

ているのか。

A.高橋 分からない。 

C.菊池 今後様々な魚類の鳴音を集めることが必要である。 

Q.柴田 ヒラメ成魚は赤錐体がないという報告があるが、稚魚に赤錐体のオプシンは存在す

るのか？

A.高橋 マツカワもヒラメも 500～600nm 辺りに吸収極大を持つオプシンが遺伝子的には

ある。

光と音で、安く簡単に効率よく、儲けたい

早く成長して
ほしい

仲良く静かに
してほしい

集まってきて
ほしい 見えるように

なってほしい

効率的養殖 歩留り減少 効率的漁業 開発と保全

?しくみが
わかれば

光と音の作用をよく理解することで、
もっと安く簡単に効率よく、儲ける

物理刺激 把握と制御

認知処理

生理反応 生理発現

受容機構 行動発現
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H25.11.28

氏　名 所　属 役　職 備　考

小島隆人 日本大学 教授 演者

高橋明義 北里大学 教授 演者

菊池夢美 東京大学 特任研究員 演者

金田友紀 地方独立行政法人　北海道立総合研究機構中央水産試験場 主査

山中崇裕 青森県庁水産振興課 主幹

清藤真樹 地方独立行政法人　青森県産業技術センター水産総合研究所 研究管理員

山野目　健 岩手県水産技術センター 主査専門研究員

庄司紀彦 千葉県水産総合研究センター　 上席研究員

宇都康行 千葉県水産総合研究センター　 研究員

飯島純一 東京都島しょ農林水産総合センター　大島事業所　 水産振興課係　研究員

高橋一孝 山梨県水産技術センター 所長

青木一永 静岡県水産振興課 班長

下山俊一 鳥取県水産試験場 場長

島田裕之 水産庁　研究指導課　 研究管理官

森　淳 独立行政法人　農業・食品産業技術総合研究機構　農村工学研究所 上席研究員

今里元信 独立行政法人　海上技術安全研究所 主任研究員

島　隆夫 （公財）海洋生物環境研究所 主任研究員

長谷川一幸 （公財）海洋生物環境研究所 主査研究員

岩橋好敏 （公社）全国豊かな海づくり推進協会 事業推進部長

西村勝利 （一財）日本気象協会 副部長

谷口　綾 （一財）日本気象協会

中澤祐生 （一財）日本気象協会 環境事業部

武下太郎 （一社）全国いかつり漁業協会 主査

長島徳雄 （一社）海洋水産システム協会 顧問

津端英樹 （一社）海洋水産システム協会 事務局長

江河直人 （一社）水産土木建設技術センター 審議役

井貫晴介 （一社）マリノフォーラム２１ 代表理事会長

白石　學 （一社）マリノフォーラム２２ 技監

古藤澄久 スタンレー電気（株）

青木　仁 古野電気（株）

松橋　章 （株）東京久栄 営業本部副本部長

圷　慎一 （株）東京久栄 営業一部営業課

上久保典昭 （株）ソニック 水産機器部営業グループ

黒岩裕樹 （株）水産経済新聞社 編集部報道部記者

岡　史郎 水産通信社 編集次長
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白石勝一 （株）水産新潮社 顧問

小山斗那実 日刊みなと新聞 記者

倉片　備 水産ジャーナリスト

靎田 義成

齊藤　肇 独立行政法人　水産総合研究センター 研究開発コーディネーター

井上清和 同　開発調査センター 所長

越智洋介 同　開発調査センター
底魚・頭足類開発調査グルー
プリーダー

笹尾　信 同　開発調査センター
浮魚類開発調査グループ調査
員

大石浩平 同　水産工学研究所　 所長

渡部俊広 同　水産工学研究所　 部長

野口昌之 同　水産工学研究所　 業務推進課長

白土康俊 同　水産工学研究所　 情報係長

中山哲厳 同　水産工学研究所　 水産土木工学部長

宮野鼻洋一 同　水産工学研究所　 漁業生産工学部長

上野康弘 同　水産工学研究所　 漁具・漁法グループ長

今泉智人 同　水産工学研究所　
水産情報工学グループ任期付
研究員

明田定満 同　水産工学研究所　
水産業システム研究センター
長

山本　潤 同　水産工学研究所　
水産業システム研究センター
主幹研究員

赤松友成 同　水産工学研究所　
エネルギー・生物機能利用技
術グループ長

柴田玲奈 同　水産工学研究所　
エネルギー・生物機能利用技
術グループ主任研究員

演者

髙山　剛 同　水産工学研究所　
エネルギー・生物機能利用技
術グループ研究員

演者

高橋秀行 同　水産工学研究所　
生産システム開発グループ主
任研究員

伏屋玲子 同　水産工学研究所　
生産システム開発グループ主
任研究員

田丸　修 同　水産工学研究所　
生産システム開発グループ任
期付研究員
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