
水中へ届く光の状態は，水面の波や水中での
反射・散乱により空気中とは大きく異なり

(Fernald, 1993)，魚類の生息する視覚環境はきわめ
て多様である．また，水中の物体に由来する光学
像から得られる情報は，空気中と比べてかなり少
なく (Lythgoe, 1972)，魚類の視覚系はそれぞれの
種において，この多様な視覚環境に最大限に適応
した特性をもつと考えられる．
魚類の色覚については，主に学習実験による行
動学的な研究および網膜の神経細胞からの電位記
録による生理学的研究を通じて論じられてきた．
いくつかの淡水魚においては，主に学習法を用い
た研究により，色覚を有することが明らかにされ
ている (Douglas and Hawryshyn, 1990)．一方，海
産魚においては網膜からのS電位記録にもとづき，
ほとんどの種が色盲である可能性が高いと考えら
れてきた．すなわち，記録されるS電位のほとん

どは刺激波長にかかわらず過分極性の応答を示す
L型で，刺激波長に応じて異なる極性の応答を示
すC型の出現は，ボラMugil cephalus，スズキLa-

teolabrax japonicusおよびアカエイDasyatis akajei

など一部の種を除いてまれである（宗宮・丹羽，
1991）．しかし，S電位の観察のみから魚類の色感
覚を論じるのは難しい．なぜなら，S電位の導出
源である網膜水平細胞のうち，C型の反応を示す
細胞の割合が少なく，限られた記録の中に含まれ
なかった可能性や，C型の反応を示す水平細胞が
細胞内記録されにくい形態をもっていた可能性も
捨てきれないからである．これに対して，行動学
的な検討は，海産魚における飼育上の問題や実験
期間が長期にわたることから敬遠されがちである
ものの，適切な手続きに従えば客観的な評価が可
能である．上述したように，電気生理学的には海
産魚の多くの種が色盲であるとの指摘がある一方，
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ほとんどの種が色覚をもつと考える研究者もおり
(Ali and Klyne, 1985; Bond, 1996)，錐体細胞をもた
ない深海性の種においてさえ色覚を有する可能性
も指摘されている (Bowmaker et al., 1988)．さらに
最近では，メジナGirella punctata (Miyazaki et al.,

2005) やオヒョウHippoglossus hippoglossus (Helvik

et al., 2001) において，5種類のオプシン遺伝子が
クローニングされている．また，分子生物学的な
技法と顕微測光を組み合わせた視物質のキャラク
タリゼーションにより，魚類の視覚研究の新たな
展開も進みつつある (Chinen et al., 2003)．
そこで本研究では，メジナを材料として網膜S

電位を指標とした生理学的検討および色弁別訓練
とそれに続く移調試験による行動学的検討を合わ
せて行うことにより，海産魚の色覚についてあら
ためて検討することを目的とした．メジナは北海
道南部以南から東シナ海までの温帯域に広く分布
し，比較的光環境が豊かな浅海域に生息する（益
田・小林，1997）．また，天然魚でも栄養学的な
研究に用いられているように（中添ほか，1986），
人工環境や餌料に慣れやすく，行動実験に供する
のに適している．

材 料 と 方 法

S電位 S電位の測定には，全長 20.0–33.0 cm

のメジナ (Girella punctata) 17個体を用いた．これ
らの実験魚は，広島県安芸郡蒲刈町下蒲刈島，同
倉橋町鹿島および山口県長門市青海島で釣獲し，
広島大学生物生産学部恒温水槽室内（室温20°C）
で畜養した．

S電位の導出法は，基本的に既往の研究に従っ
た (Toyoda and Kujiraoka, 1982; Toyoda and Fuji-

moto, 1983)．2から3時間暗順応させた供試魚の眼
球を摘出し，濾紙を用いて網膜を剥離し，銀–塩
化銀電極（不関電極）の上に置いた．4 Mの酢酸
カリウム溶液を満たしたガラス管微小電極（抵抗
約30 Mohm) を用いて網膜の水平細胞から電位を
細胞内記録した．電極刺入の際には実験台を軽く
タップする，もしくは細胞内記録用の増幅器（日
本光電，MEZ-8300）のBuzz機能を用いて刺入を
補助した．実験中，網膜には加湿酸素を供給した．
9種類の刺激光を網膜に照射し，これに対する水
平細胞の応答すなわちS電位を記録した．刺激光
は発光ダイオード (Everlight Electronics, Taipei, Tai-

wan) により発生させた．発光ダイオードの極大波
長はそれぞれ，428 nm, 470 nm, 520 nm, 591 nm,

611 nm, 621 nm, 644 nm, 660, nm, 697 nmであった．

使用した発光ダイオードの光学特性をTable 1に示
す．本装置を用い，予備的な実験においてコイの
S電位を記録したところ，L型とC型の両者が観察
されることを確認した．また，網膜の第 2次
ニューロン以後の細胞はすべてHerring型の反対色
過程を示すと考えられる（富田，1967;  宗宮・丹
羽，1991）ことから，本研究においてS電位をL

型とC型に大まかに分類するには，各色の刺激強
度を厳密に調整する必要はなかった．
学習実験 メジナ（全長16.0–25.5 cm）は，広
島県呉市下蒲刈島および安芸郡倉橋島で釣獲さ
れ，広島大学恒温水槽室（室温 20°C）に移送し
た．移送したメジナを周囲を黒色ビニールで覆っ
たガラス水槽（奥行き 60 cm，幅 30 cm，高さ
30 cm）で3週間以上個別飼育した後に，飼育水槽
中で学習実験に供した．水槽は，水面上50 cmに
おかれた 36 W蛍光灯（National 3波長型昼白色）
によって照明され，水面照度は296–596 lxであっ
た．
視覚刺激として，合成樹脂塗料（アサヒペン）
で白，赤あるいは青に着色した直径2.5 cmの金属
球体を用いた．白球と色球（赤球あるいは青球）
を15 cm間隔で同時に水面直下に垂下呈示し，色
球をつつくと報酬としてオキアミを得られるよう
に弁別訓練を行った．弁別訓練においては，5回
の刺激呈示からなるセッションを，1日あたり 3

セッション行った．赤球を正刺激とした個体およ
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Table 1. Optical characteristics of light emitting
diodes (LEDs) used as stimulus sources

LED Peak wavelength Luminous 
Color

number (nm) intensity (mcd)

1 428 320 deep blue
2 470 1800 blue
3 520 5600 green
4 591 2000 yellow
5 611 9800 yellow 

orange
6 621 6782 orange
7 644 6000 red
8 660 3000 red
9 697 12.5 deep red

Typical peak wavelengths and luminous intensities at
20 mA in forward current for LED numbers 1 to 8.
Values for LED 9 are those at 10 mA. Based on techni-
cal data sheets provided by EVERLIGHT Co., Ltd.
(Taiwan) and Akizuki Denshi Tsusho Co., Ltd.
(Japan).



び青球を正刺激とした個体はそれぞれ5尾ずつで
あった．刺激呈示開始後1分以内にメジナが色球
をつついた場合を正答とし，4日間以上連続して
正答率が80％以上となった後にそのメジナを移調
試験に供した．
上記弁別学習において，メジナが呈示された刺
激の明度情報と色情報のいずれを弁別していたの
かを同定するため，白 (W)，淡灰 (LG)，濃灰
(DG) および黒 (B) の4種を負刺激として，正刺激
（赤球あるいは青球）と同時に呈示し，メジナの行
動を観察する移調試験を行った．使用した球の明
度を分光式色差計（日本電色工業，NF-90）にて
測定したところ，白，淡灰，濃灰，黒，赤および
青のL値（最小値�0，最大値�100）はそれぞれ，
79.2, 28.0, 19.8, 14.2, 28.4および24.8であった．す
なわち，濃灰および黒は，赤および青いずれより
も明度が低かった (Fig. 1)．詳細な移調試験のため
には，多段階の灰色を準備する必要があるが，実
験期間が過大に延長するのを防ぐため，上記2段
階に限定した．刺激の提示方法は上記弁別学習実
験と同様であったが，呈示スケジュールは下記の
通りであった．W, LG, DGおよびBの4種の負刺激
球のいずれかと，弁別学習で用いられた正刺激球
とを同時に呈示し，どちらの球をつつくかを最大1

分間観察した．刺激球のいずれかをつついたら刺
激球を引き上げた．これを1試行とし，負刺激球
の種類を変えて4試行行った．負刺激球の呈示順
と呈示位置はランダムとし，試行間隔は 30秒で
あった．4試行からなるセッションを1日に4セッ
ション（9:00, 12:00, 15:00および18:00）行い，4

日間で合計16セッションの移調試験を行った．な
お，移調試験においては報酬を与えなかった．
正答率 (%)，および正答した場合の正刺激選択
時間については，弁別学習実験においては各個体，
各セッションごとにその平均値を算出し，正刺激

色ごとに分散分析により統計解析した．移調試験
においては，各負刺激 (W, LG, DG, B) に対して正
刺激（赤または青）を選択した割合 (%) を個体ご
とに算出し，正刺激色ごとに分散分析を行った．
また，移調試験における赤青正刺激間の正答率お
よび正刺激選択時間の比較にはWilcoxonの順位和
検定を行った．すべての統計解析において，有意
水準を5％とした．

結　　　　　果

S電位 17個体のメジナの網膜を材料とし，各
個体から最低3個，最大34個，合計270個の水平
細胞からS電位を記録した．記録されたS電位は
すべてL型であり，使用した波長の光刺激に対し
て過分極性の応答のみを生じ，C型の応答を示す
水平細胞は見いだされなかった．刺激光の強度を
波長間で厳密に調整していないので，本研究では
L型とC型の分類のみが可能で，L型のサブタイプ
まで分類することはできなかったが，少なくとも2

つのタイプのL型応答があると考えられた (Fig. 2)．
学習実験 上記の電気生理学的検討に加え，行
動学的にもメジナの色覚の有無を調べるため，色
弁別学習訓練とそれに続く移調試験を行った．
白色球を負刺激とし，赤色球もしくは青色球を
正刺激とした24�80日間の弁別トレーニングによ
り，すべての供試魚で弁別学習が成立した．移調
試験に移行する直前の訓練日における正答率は，
赤 色 球 グループ (n�5) で 95.6�2.98（ 平 均
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Fig. 1. Luminous intensities (L values) of color
paints used for discrimination training and transposi-
tion tests. B, black; LG, light gray; DG, dark gray; W,
white.

Fig. 2. Typical responses of two different types of
horizontal retinal cells in nibbler.



�SEM）%，青色球グループ (n�5) で 95.2�3.34

（平均�SEM）%であった (Fig. 3)．正答選択時間
は，赤色球グループで 18.3�6.62（平均�SEM）
秒，青色球グループで 19.2�7.20（平均�SEM）
秒であった (Fig. 4)．正答率，正答選択時間ともに
グループ間で差はみとめられなかった．
移調試験においては，すべての負刺激 (W, LG,

DG, B) との対呈示において，赤色球グループと青
色球グループの両方で80%以上の高い割合で正刺
激が選択された (Fig. 3)．移調試験においては報酬
を与えていないため，新たな弁別学習の進行はな
いと断定できる．よって，移調試験に先立つ弁別
学習訓練においては，刺激の物理的情報のうち，
色情報に基づいた学習が成立していたといえる．
ただし，LGを負刺激とした場合にのみ，赤色球グ

ループの方が青色球グループよりも有意に正答率
が高かった (Fig. 3)．
正答選択時間については，移調試験においても
その有意な延長もしくは短縮はみとめられなかっ
た (Fig. 4)．赤色球を正刺激とした場合に若干正答
選択時間が短縮する傾向があったが，青色球グ
ループとの間に有意な差はみとめられなかった．

考　　　　　察

24個体のメジナから計270個の網膜水平細胞の
S電位を記録したところ，それらはすべてL型に分
類され，C型のS電位応答はまったく記録されな
かった．本研究と同一の装置を用いたコイの網膜
S電位の測定では，L型とC型の両方のタイプが観
察された．したがって，メジナにおいてC型のS電
位が観察されなかったのは測定装置上の問題では
ない．
上述のように，網膜S電位の観察結果はメジナ
が色盲であることを示唆している．しかし，S電位
の導出源である網膜水平細胞のうち，C型の反応
を示す細胞の割合が極端に少なく，実験中に遭遇
しなかった可能性や，C型の反応を示す水平細胞
が小型で，電位が記録されにくかった可能性も否
定できない．この点が，S電位をもとに魚類の色
覚を論じる上での最大の問題である．そこで，弁
別訓練と移調試験により，行動学的にもメジナの
色覚の有無を検討した．すなわち，白色球に対し
て赤色もしくは青色の球を選択するように弁別訓
練を行い，その後移調試験を行うことで，刺激球
のもつ物理的情報すなわち明度情報と色情報のう
ち，どちらの情報にもとづいて弁別学習をしたの
かを確認した．
弁別訓練においては，赤色球と青色球のどちら
を正刺激としても弁別学習が成立し，最終セッ
ションにおいてはいずれも90%を超える正答率を
示した．弁別訓練で用いられた正刺激は，負刺激
よりも明度が低かった．移調試験においては，正
刺激よりも明らかに明度の低い負刺激を対呈示し
ても，メジナは正刺激である赤色球あるいは青色
球を選択した．さらに，移調試験においては報酬
を与えていないので，新たな弁別学習の進行はな
い．したがって，移調試験に先立つ弁別訓練にお
いては，刺激の物理的情報のうち，色情報に基づ
いた学習が成立していたといえる．このように，
明度情報と色情報の両方が利用可能な状況におい
ても，メジナが明度情報ではなく色情報に基づく
弁別学習をしていたことは興味深く，メジナにお
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Fig. 3. Correct responses (%) of the nibbler in dis-
crimination training and subsequent transposition
tests. Only data for last day are shown for discrimina-
tion training. Asterisk indicates significant difference
(P�0.05) between “Blue group” (hatched column)
and “Red group” (open column). Bars indicate SEM.

Fig. 4. Time taken for correct choice after presenta-
tion of stimuli (i.e., colored balls). Only data for last
day are shown for discrimination training. Bars indi-
cate SEM.



いては自然環境においても色情報が用いられてい
ることを示唆している．ただし，本実験において
メジナが赤もしくは青の絶対明度に基づいた学習
をしていたのであれば，本研究から色覚を論ずる
ことは難しいが，この可能性は考えにくい．
移調試験において，負刺激を淡灰色にした場合
に，赤色球グループの正答率が青色球グループよ
りも有意に高くなった．このことは，色に応じて
感受性に違いがあることを示唆しているが，使用
した赤色と青色の明度には若干の違いがあり
（Fig. 1参照），また照明光の波長も自然光の波長
と異なっている点は注意を要する．
本研究は，S電位を指標とした電気生理学的方
法と，学習実験を用いた行動学的方法を同一種に
対して適用した点が特筆に値し，このような研究
は他に例をみない．本研究により，メジナが色覚
を有することが明らかとなったが，色覚の機能を
論じるには，どのような色に対して感受性が高い
のか，あるいは明暗や背景とのコントラストの影
響（Dorr and Neumeyer, 1997; Macuda and Timney,

1999; 岡本ほか，2001）などを詳しく調べる必要
がある．
種々の海産魚が，それぞれどの程度色情報に依
存した行動様式をもつかを明らかにすることは，
その生態を理解する上できわめて重要である．本
研究により，これまで海産魚における色覚の有無
を推測する主な方法であった網膜S電位の測定の
みでは，色覚を論じる上で不十分である可能性が
示唆された．現状において魚類の色覚を論じるに
は，色弁別学習実験を含む行動実験が不可欠であ
ることが明らかとなった．しかし，沿岸性の一部
の魚種をのぞけば，このような行動実験は非常に
困難である．Ali and Klyne (1985) が主張するよう
に，これまで適切に研究された種には，完全な色
盲であると証明された例はない．今後，魚類の色
覚を研究するための新たな方策の開発が望まれる．
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