
“有用水産生物の光応答と LED 活用事例”徳島大学での講演から 

 

今年もノーベル医学生理学賞や物理学賞を日本人が相次いで受賞されたといううれしい

ニュースが日本中を駆け回っています。ちょうど１年前の今頃は、少ない電力で明るく青色

に光る発光ダイオード（ＬＥＤ）の発明と実用化に貢献した業績が認められ、日本の３人の

研究者にノーベル物理学賞が授与されました。 

その中の一人中村修二・米カリフォルニア大学教授の出身校である徳島大学では、平成 21

年度より LED ライフイノベーション研究プロジェクトを推進しています。このプロジェク

トは LED 応用の新産業創成を目的に、個々の研究の育成・支援のみならず、学内外の連携

の橋渡しや研究成果の発信を積極的に行っています。本プロジェクトの水産業分野のテー

マである「LED 水中灯を活用した沿岸漁業の振興」に焦点を当て、水中灯活用技術が水産

資源の育成場の創出や既存の増殖礁の資源培養機能強化へつながる可能性を議論するため、

平成 26 年 10 月 14 日に徳島大学 産学官連携プラザ 3 階 日亜ホールにて「LED 灯を活

用した沿岸漁業への取り組み」と題した講演会が開催されました。この講演会には開催を主

催した徳島大学や水産大学校の先生方の外、水産総合研究センターからは著者以外にも瀬

戸内海区水産研究所屋島庁舎 増養殖部 閉鎖循環システムグループの山本 義久グループ

長らが講演しました。折しも中村氏のノーベル賞受賞が報じられたちょうど１週間後の講

演会開催であったため地元テレビ局の取材もあり、本講演会は終始盛会でした。 

著者は、表題「有用水産生物の光応答と LED 活用事例」の講演を依頼されましたが、当

時、九州、四国を横断する台風 19 号の影響が心配され、かなり早い便で札幌から徳島へ飛

び、前日の 13 日は直撃した台風の影響で丸一日のあいだホテルで身動きがとれない状況で

した。しかし、講演会当日は嘘のような秋晴れになりました。本稿では、そのときの著者の

講演内容を紹介します。 

この地球上で生物がその進化の過程の中で太陽の光エネルギーを効率よく利用できるよ

うに視覚器を発達させてきたことは、JFSTA NEWS No.35 でも触れました。生物と光との

関連性が強いことは概日リズムや概年リズムなどの存在が証明していると言えます。地球

上に降り注ぐ太陽光エネルギーの時刻による変化の様子を図１に示します。 

 



 

図１．太陽光エネルギー分布の時刻による変化 

 

これはある夏の日に茨城県波崎にある水産工学研究所の屋上で Li-1800 

Spectroradiometer (LI-COR, Inc.) を利用して測定した結果です。太陽光は 300nm から

1100nm を超える広い範囲の波長から成っていることがわかりますが、この中で地球上の多

くの生物が主に利用しているのは 400～700nm の波長範囲で、ヒトが認識できる範囲の波

長でもあるということで、可視光と呼ばれています。それよりも短い波長や長い波長の光よ

りもこの可視光のエネルギー量が多いことがわかります。 

では、生物はこの波長の一体どの当たりの波長の光を利用しているのでしょうか。生物を

動物と植物に分けて考えると、光を吸収する物質として植物は葉緑素クロロフィルを、動物

は視物質をもちますが、クロロフィル a は 430nm と 663nm 位、クロロフィル b は 460nm

と 645nm 位の波長光をよく吸収します。一方、動物がもつ視物質は例えばコイでは、460nm、

530nm、620nm と 500nm の光をよく吸収し、紫外域にも感度をもつ魚では 360nm 位の波

長も吸収します。すなわち、植物と動物とは太陽光線の各波長帯を上手に分け合って利用し

ていると見ることができます。光と生物とは密接な関係がありますが、光刺激を効率よく生

物に働きかけることによって、その種がもつ生物特性を利用した技術の創出を図ることが

出来るかもしれません。 

著者がこれまでに関わってきた研究の中で LED を活用した事例を紹介します。１．1998

年度科学技術振興調整費による重点基礎研究「魚類の感覚特性を利用した行動制御技術の

開発に関する研究」、２．2005 年から 2008 年にかけて実施された交付金プロジェクト研究

「中深層性マイクロネクトン測定のための不可視ライトの開発」、３．2007 年から 2010 年

にかけて実施された農林水産省先端技術開発研究「サケ輸出促進のための品質評価システ

ムの開発とふ化放流技術の高度化」、４．2010 年から 2012 年にかけて実施された農林水産

技術会議委託プロジェクト研究「有用水産生物の光応答メカニズムの解明と高度利用技術

の開発」、５．2010 年から 2013 年にかけて実施された新たな農林水産政策を推進する実用

技術開発事業「イカ釣り漁業における LED 漁灯の応用による効率的生産技術の開発」、６．

紫外 赤外可視光



2012 年から 2013 年にかけて実施された水工研基盤研究「通し回遊魚の行動制御への太陽

光エネルギー及び LED の利用」などです。以上の 6 課題を順を追って紹介しますが、４と

５の課題概要の一部は JFSTA NEWS No.35 でも既に紹介してありますので、ここでは、

１，２，３そして６の 4 課題について紹介します。 

 

① 魚類の光感覚特性を利用した行動制御 

1995 年 4 月に「わが国の漁業における混獲の実態とその対策」と題するシンポジウムが

日本水産学会で開催され、そこで発表された成果をまとめ水産学シリーズの 105 巻として

「漁業の混獲問題」が刊行されました。このシンポジウムの企画者の一人、松田皎先生の前

書きを引用しますと、漁業では目的とする魚だけではなく、保護すべき稚仔や捕獲が禁じら

れている動物などを、目的の魚と一緒に捕獲してしまうことがあり、これが水産資源の保護

のみならず、環境保護などの国際問題にまで発展することもあるとして、公海上での大規模

流し網漁業や北洋でのサケ・マス流し網漁やアカイカ流し網漁が全面停止に追い込まれた

と述べています。著者も若いときに北洋でのサケ・マス流し網漁で海産哺乳動物であるイシ

イルカが混獲される問題に関わったことがありました。そのシンポジウムでは、底曳き網、

刺し網、巻き網、定置網などの各種網漁業のみならずマグロ延縄釣りや底延縄など釣り漁業

での混獲問題についても話し合われました。そうした混獲を回避するための選択的漁獲技

術開発の一環として、魚体を傷つけずにしかも環境負荷を軽減した漁獲手法の開発として、

LED 光あるいはレーザー光を利用した仮想網地による魚群の行動制御の可能性について行

った研究例を紹介します。魚類を含む多くの動物には視運動反応と言って、外界の景色が移

動する際に、その景色を網膜内の一点に止め置くために眼球を動かしたり、場合によっては

体全体が景色の動きと同じ方向に運動する反応が観察されます。例えば、白黒の縞模様を描

いた筒を円形の透明水槽を囲むように置いて、その筒を回転させると、水槽の中にいる魚は

その縞模様を追いかける遊泳行動を示します。縞模様を描いた筒をそのまま海の中に設置

する訳にはいきませんので、この縞模様を光で作成することにしました。光の縞模様が移動

するだけですから、海の中でも実現性はあります。そこで、光の縞模様を移動する視覚刺激

とする装置（光視運動反応装置と名付けました）を作成しました（写真１）。この装置でも

魚は視運動反応を行うことが実証されました。この装置を利用してサケ科魚類の各波長光

での反応率を計測した結果を図 2 に示します。 



 

写真１．光視運動反応装置 

 

   

図２．光視運動反応装置により計測したサケ科 3 魚種の視感度特性 

 

次に光線で網地模様を水中につくり、いわゆる虚像の網地の魚に対する駆集、威嚇、遮断

効果を調べました。レーザー光源を下方から上方へ向け照射する形と側方から横方向へ照

射する形に数個ずつ並べて連結させたモーター駆動式 L 字型架台を長型水槽の下面と側面

に沿うように設置した装置を作成しました（写真 2）。長型水槽内に照射された各レーザー

光線は水中で交錯して、光による網目が形成される仕組みです。このレーザー光源を連結さ

せた L 字型架台は可動式ですので、網目模様は長型水槽内を往復します。また、架台の移

動速度を変化出来るようにしました。光で作成した虚像網地の駆集、威嚇、遮断効果は水産

工学研究所の裏手を流れる利根川に生息するボラ幼魚を投網で採捕して実験に供しました。

いずれの効果も持続時間に限度はあるものの、刺激の種類（移動速度や目合）を適宜変化さ

せることによってある程度持続させることが可能であることを確認しました。いずれの試

行も模型実験レベルですが、バーチャルリアリティーの世界をフィールドに創造できれば

実用化も夢ではないかもしれません。 
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写真２．レーザー網地による魚群行動制御装置 

 

② ハダカイワシ類資源化調査のための光感度特性の把握 

ハダカイワシ類は世界中の海に生息し、その資源量は莫大と言われています。また、水産

生物の貴重な餌生物でもあります。さらに、日周鉛直移動が顕著な種類が多いため、炭素の

鉛直輸送に大きな役割を担っているとも言われています。 

本種を含む中深層性資源の調査のために、水産工学研究所では音響学と光学とを複合し

たシステムである J-QUEST を開発しました（写真 3）。すなわち、音響機器としての計量

魚探では群れの大きさや密度の推定は出来ますが、生物種の大きさや姿勢によってエコー

が変化するため、その情報を補完する目的で光学機器である水中カメラを併用することに

なりました。しかし、微少な光であっても対象生物の行動に影響するため、カメラの感度に

は適応するものの対象種は感知し得ない照明光の開発が必要となります。 

 

写真３．J-QUEST 音響・光学複合システム（水産工学研究所澤田浩一氏提供） 

 

そこで、先ず中深層性マイクロネクトン類の光感度特性を精査することにしました。ショ

糖密度勾配法を利用してゴコウハダカの視物質を抽出し、抽出直後の分光吸収曲線とその

後人為的な光照射によって視物質を褪色させた場合の分光吸収曲線を求め、光褪色前後の



吸光度値の差を求め、その絶対値が最大となる波長を調べました。本種の場合でその値は

489nm となりました。すなわち、489nm の波長光を含まない波長組成の光源であれば、ゴ

コウハダカに照射してもその行動に何ら影響を及ぼさないと考えられます。水中カメラに

搭載するに相応しい照明光の波長特性としてこの波長を持たないことが必須条件であり、

搭載した LED の分光特性はこの条件を満たしていることが証明されました。 

さらにこの課題では、ハダカイワシ類の視覚特性について精査し、光環境に適応するとき

に強すぎる光から眼を保護するサングラスの役割を発揮する黒色色素顆粒の分泌が網膜内

に無いか、例えあってもごく少量であることがわかり、暗黒下で生息することを選択した本

種の進化を想起させる結果が得られました。また、ハダカイワシ類の中でもススキハダカと

いう種類は同じ深海魚でありながら、視物質としてロドプシン以外にも、淡水魚が主として

もつポルフィロプシンをもつことがわかり、その光吸収ピーク波長はロドプシンが 468nm、

ポルフィロプシンが522nmと通常の２視物質保有種のそれよりも感度波長帯が広域である

ことも新しい発見でした（図 3）。 

 

図３．ススキハダカから抽出された視物質の分光吸収特性 

 

③ LED 光を利用したサケ稚魚用海中飼育施設 

サケの放流事業の概要は次の通りです。産卵のためにサケは自分が産まれた河川に戻 

ってきますが、先ずは沿岸に敷設してある定置網でサケは漁獲されます。漁獲を逃れたサケ

は産卵のために川を遡上します。遡上してきたサケは捕獲場で捕獲され、雌雄のサケからそ

れぞれ卵と精子を採り人工的に受精させます。受精した卵はふ化室に収容されます。積算水

温がほぼ 480 度でふ化した仔魚は養魚場に入れられ、お腹の卵黄から栄養を吸収します。

その後、さらに積算水温がほぼ 480 度、すなわち受精後の積算水温で 960 度の浮上稚魚に

なるとある程度遊泳能力も備わり、自分で餌を食べるので養魚池から飼育池に移されます。

ここではサケの稚魚は人工の配合飼料が与えられます。そのようにして 1g 位に育てられた

稚魚は河川へ放流されますが、例えば、陸上の施設の水が足りないとか、次々と放流稚魚を

生産するために陸上施設が足りなくなる場合には、海の中に網生け簀を作ってその中で稚

魚を一時的に飼育することも行われています。 

 サケ稚魚をすぐに河川に放流しないで、海中飼育施設で育成してから放流するメリット
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を挙げると、春先の早い時期ですと沿岸の水温が低く過ぎたり、餌生物となる動物プランク

トンが十分に発生していない可能性があるため、沿岸の餌環境が整うまでの二次飼育とし

ての意義、陸上飼育施設での水不足を補完する意義などが考えられます。さらに、サケ稚魚

は放流される前まではヒトが与える配合飼料を受動的に食しますが、放流されて後、海へ降

るとサケ稚魚は自分の力で動物プランクトンを探して食べなくてはなりません。すなわち、

海中飼育施設での生活は能動的摂餌への転換を図る訓練にもなります。また、人為的環境か

ら自然環境への適応、外敵からの保護というメリットも考えられます。 

 ここでは、海中飼育施設内に収容されたサケ稚魚が海中の動物プランクトンをより積極

的に捕食できるように、LED を利用して海中飼育施設内に動物プランクトンを誘引するこ

とを考えました。この実験を実施したのは岩手県宮古市の北部に位置する田老漁港に敷設

された海中飼育施設（写真 4）です。田老という地名をご記憶の方もいらっしゃると思いま

すが、2011 年 3 月 11 日に起きた東日本大震災で当時頑丈と言われた堤防がありながら壊

滅的被害を受けた港です。 

 

写真４．田老漁港内に敷設されたサケ稚魚用海中飼育施設 

 

 この海中飼育施設は一面の長さと幅が 10m2 の網生け簀を８面、２×４で並べた構造をし

ています。その中の北西に位置する一面に白色 LED（19.6W、20A）を設置しました。電源

として、85W 太陽光パネル１枚と 100A バッテリーを使用しました。この LED 照射区の一

面と対角線を成す南東に位置する一面を非照射区として両区の動物プランクトンの量と種

類そしてサケ稚魚の胃内容物を比較しました。結果を図 4 に示しますが、出現動物プラン

クトン数も胃内容物中の摂食個体数も LED 照射区で多くなりました。また、窒素と炭素の

安定同位体比を調べることによって（図 5）、海中飼育施設から放流されたサケ稚魚の方が

陸上施設から放流されたサケ稚魚よりも有意に動物プランクトンを捕食し、栄養となって

いることがわかりました。ここで紹介した結果は本研究課題のメンバーの一人であり、震災



時被災された東北大学の伊藤絹子先生の分析によるものです。 

 なお、本課題終了後翌年の日本水産学会にてシンポジウムを企画し、本テーマのさらなる

展開を期待しましたが、同月に起きた震災と重なりシンポジウム開催を断念せざるを得な

かったことを記したいと思います。 

 

図４．海中飼育施設内に観察されたサイズ別動物プランクトン数と 

サケ稚魚の胃内容物組成 

 

 

図５．放流直前の海中飼育群と陸水飼育群のδ13C-δ15Nマップ 

 

④ LED 光を利用した通し回遊行動制御の可能性 

この研究課題は、かつて“魚と卵”第 89 号（第 12 巻第 4 号 7-10）1961 年に桑田治氏

が「あるアイディア 生物の繁殖と光との関係」というタイトルで寄稿した内容について、

奇しくも半世紀を経て具現化することになったものと言えます。ご興味のある方は

http://salmon.fra.affrc.go.jp/kankobutu/tech_repo/fe09/fishandegg089_p07-10.pdf を参照

海中飼育サケ稚魚の胃内容物 （2009年4月 田老漁港内）

Tiguriopus

Tigriopus

配合飼料

Eurytemora

http://salmon.fra.affrc.go.jp/kankobutu/tech_repo/fe09/fishandegg089_p07-10.pdf


ください。 

一般的に光吸収の機序を司る視物質として海産魚はロドプシン、淡水魚はポルフィロプ

シンを持ちます。著者がこれまでに調べた通し回遊魚はその両視物質を持ち、生息水域によ

って組成が予兆的に変化することはすでに報告しました。また、陸封型の魚種では湖と流入

河川間で同様の現象が観察されました。視物質の光吸収ピーク波長はロドプシンよりもポ

ルフィロプシンの方が長いので、相対的に波長の長い光を魚に照射すると視物質組成その

ものもポルフィロプシンが卓越してくるのではないかと想像されます。逆に波長の短い光

を照射すると、ロドプシンが卓越してくるのではないかと考えられます。こうした環境光の

波長特性によって視物質組成変化を誘起できれば、通し回遊の方向性（海⇔河川）に影響を

与えることが出来るかもしれません。そこで、通し回遊魚ではありませんが、２視物質系を

もつ利根川水系に生息する野生メダカを供試魚として生息環境光の波長特性を変えて、視

物質の組成変化を起こし得るか否かを調べました。実験に供した野生メダカの飼育水槽は

上面ろ過装置を施した縦、横、高さがそれぞれ 600mm、300mm、350mm のアクリル製で

す。３つの水槽を用意し、各水槽に約 100 尾ずつ収容しました。各水槽の上部にはスティ

ック型 LED 照明ユニット（スタンレー電気株式会社製）を設置しました。そのユニットの

最大エネルギー波長は、R (660nm)、G (509nm)、B (465nm)でタイマーを使用して 15L9D

のサイクルで照射しました（写真 5）。なお、この水槽は外光の進入を遮光した室内に設置

し、各水槽間で干渉しないように暗板で仕切りました。粉砕した養鯉用ペレット 0.3g/日を

各水槽の供試魚に与えました。実験開始は 7 月上旬で終了は 11 月でしたが、この間の水温

は 21.4～22.5℃でした。実験開始時と 2、3、4 ヶ月後に各水槽から供試魚 6 尾ずつを任意

に選択し、体重計測後、視物質組成を分析しました。さらに、実験終了時点で各水槽内の生

残個体の体重を計測するとともに 34‰塩分耐性試験を行いました。 

結果を図 6 に示します。全視物質量に対するロドプシンの割合の順番は R<G<B となり、照

明光の波長に適応した視物質組成変化が認められました。また、各水槽の個体の体重増加は

R<G<B の順で塩分耐性能力は B や R に比較して G が若干劣っていました。 

以上の結果は、視物質組成変動を誘起する環境因子である水温や日長時間などの外にも、

通し回遊魚の降海行動や遡河行動を環境光の波長特性によってもコントロール出来るかも

しれないことを示唆しています。 



 

写真５．LED 照明の波長特性と供試水槽 

 

図６．各水槽で飼育された野生メダカの視物質組成変化 

 

平成 21 年から 25 年にかけて、光応答プロ研と称して、水産分野のみならず農業、林業

そして害虫防除など様々な分野で LED を利用した研究が推進されました。地球温暖化防止

にも関わるLED技術の発展は未来へ向けてますますその必要性が増していくものと思われ

ます。冒頭でも述べたように、生物と光とは極めて関係が深く、光に対する生物の行動・生

理的特性も解明が進められてきました。太陽光エネルギーを糧として生きる生物の対光特

性を地球の未来に活かせる技術が創造されることを期待します。 
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