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用可能な計測装置は開発されていない。調理現場

●１．はじめに●

では短時間で手間のかからない非破壊計測技術が

「目は口ほどにものを言う」ということわざは

望まれることより，マシンビジョンによる方法あ

有名であるし，目の健康状態とルテイン，アント

るいは分光学的な方法がまず候補として挙げられ

シアニン，各種ビタミン等の栄養との関係もよく

る。ここでは，魚の目の構造変化および眼液の分

知られている。京都大学農学研究科生物センシン

光学的変化を中心に言及する。

２- １ K 値と魚の目の死後変化

グ工学研究室では，魚や牛の目をマシンビジョン
や分光分析で簡便に検査し，その新鮮さや健康状

K 値は斎藤（1990）らによって提唱された鮮度

態を計測する研究を行ってきた。縁あって本シリ

指標１）で，よく使用される魚の鮮度評価法の１つ

ーズ「食品の非破壊評価技術」で，その概要を披

である。これは魚肉中の ATP 分解過程を指標化

露する機会を頂いたため，ここに紹介する。

したもので，式（1）で算出される。


●２．魚の鮮度計測●

（１）

水産物の品質に関しては現在までに多くの研究

ここで，ADP はアデノシン二リン酸，AMP は

報告があり，その中でも魚の鮮度は最も重要であ

アデノシン一リン酸，IMP はイノシン酸，HxR は

るため，これまでにいくつかの装置が開発されて

イノシン，Hx はヒポキサンチンである。本報では，

いる。その代表的なものには，物理学的方法，化

この K 値を鮮度の基準とする。

学的方法，細菌学的方法，組織学的方法があり，

瞳孔の散大・収縮は瞳孔括約筋と瞳孔散大筋に

それらの多くは腐敗を目安にしている。その中で

よって制御されているが，魚では括約筋の方が支

も K 値による判定はよく知られており，それは魚

配的であることが知られている。従って魚は死後，

類の筋肉中のアデノシン三リン酸（ATP）の分解過

瞳孔括約筋が硬直し，瞳孔は収縮すると考えられ

程を数値化したものである。しかし，その方法は

る。また，虹彩にある色素胞は細胞内に色素物質

実際に魚肉を採取することが必要であり，かつ作

を含んだ色素顆粒を有しており，この色素顆粒を

業に時間を要するため，実際の現場で全数検査す

中心に凝集させたり，外側へ拡散させたりするこ

ることは困難である。そこで，非破壊で短時間計

とでその色を変えられる（第１図）。色素胞の中で

測可能な方法が望まれているが，まだ実用的に使

も特に黒色素胞の研究が進んでおり，Saima らに
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よると黒色素胞の凝集・拡散は平滑筋細胞の収
し か ん

縮・弛緩のメカニズムと酷似している２）。よって
虹彩表面に存在する黒色素胞の色素顆粒は，筋肉
の死後硬直と同様のメカニズムで凝集すると考え
られる。一方，筋肉細胞内の ATP は死後硬直開始
後に減少し，ATP の消失と共に解硬することか
ら，瞳孔の収縮と黒色素胞の収縮は K 値と関係

第１図

色素胞の運動

があると考えられる３）。
また，眼球は眼液で満たされており，魚の死後，
眼液中に血が混入したり，バクテリアによって性
質が変化すると考えられる。そこでマシンビジョ
ンで魚の目を画像入力して瞳孔および色素胞を観
察すると同時に眼液の吸光度の変化を計測した。
２- ２

供試材料と画像入力装置

第２図には供試材料として用いた標準体長9.9

～ 12.6 cm のウグイ（Tribolodon hakonensis）な
らびに画像入力装置を示す。魚体の死後の乾燥に
よる変化をできるだけ抑えて同じ条件で画像入力
するため，温度は20℃または４℃，湿度95% で貯
蔵した。また，画像入力時には供試魚の下にスポ
ンジを敷き，塩化ビニル製の配管蓋を加工したも
ので魚を上から押さえて固定した。さらに，鏡面

第2図

反射によるハレーションを防ぐため，光路に２枚

供試したウグイ（上）と画像入力装置（下）

の偏光フィルタを配置した。
２- ３

瞳孔および色素胞の変化

20℃で貯蔵した場合，死後直後から３時間は過
半数のウグイの瞳孔が散大し，その後約24時間，
瞳孔は収縮した（第３図）。４℃で貯蔵した場合，
死後直後から３日間の間，瞳孔は収縮し，その後
大きな変化は見られなかった。尾藤ら（1983）が
死後硬直の指標として提案した硬直指数の死後経

第３図

時変化４）によると，20℃では死後６時間に，４℃

貯蔵温度 20℃における瞳孔および色素胞
の変化（カラー写真を HP に掲載 C066）

では死後１日に硬直し始めた。この結果から，20℃

まで凝集する様子が観測された。第３図からも虹

において死後直後から死後３時間まで瞳孔が収縮

彩上の黒色素胞が少ないことがわかる。21時間か

しなかったのは，死後硬直前の反応ではないかと

ら30時間までは大きな変化はなかったが，30時

考えられた。

間頃から36時間にかけて，半数のウグイの黒色素

虹彩上の黒色素胞も同様に，20℃で貯蔵した場

胞が拡散した。また４℃で貯蔵した場合，死後直

合，死後直後から３時間は拡散し，その後21時間

後から３日目まで収縮し，その後拡散した。この
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第６図

ウグイの K 値の死後経時変化

ウグイの虹彩に対する黒色素胞の面積比

は自己消化によって K 値が増加する期間であり，
小関ら（2006）の報告５）によると筋肉細胞内の ATP
が消失する期間とされている。この時間帯は ATP
の消失により，瞳孔収縮が終了し，死後硬直が始
まるときとも考えられる。

第６図には K 値と虹彩面積に対する黒色素胞の

面積比との関係を示す。20℃の条件では，瞳孔の
結果と同様に死後３時間程度まで黒色素胞は拡散
し，その後 K 値が60％程度になるまで収縮を続け
た。死後３時間以降の範囲では K 値と負の相関が
あった（R2=0.71）。４℃の条件では K 値が40％に
かけてやや減少したりその後若干増加したりした
第５図

が，60％付近では0.2と0.8付近に二極化する傾

ウグイの目全体に対する瞳孔の面積比

向が観察された。その原因として，バクテリアの

理由の１つとして20℃に比べ４℃では時間経過

増殖が20℃に比べて低い K 値で生じたため，前述

と共に水分が減少し，虹彩の陥没が著しくなり，

したように虹彩が脆弱化して陥没し，形状による

その表面積が増加したことが挙げられる。

変化が起きたことが挙げられる３）。

第４図にはそれぞれの温度での K 値の変化を，

第５図にはその K 値と目全体の面積に対する瞳孔

２- ４

眼液の吸光度の変化

古くから魚の眼球中の眼液と鮮度には深い関係

の面積比との関係を示す。20℃では K 値が０～

があると言われていることより，紫外から可視領

30％の範囲である程度の負の相関があった（R2

域においてその吸光度を調べ，K 値と比較した。

=0.51）が，K 値が30％以上になると瞳孔はそれ以

168尾のウグイから４尾ずつ選び，その両目から

上大きく収縮しないことがわかる。４℃でも同様

眼液を抽出し，気温20 ℃，湿度90 ％の環境下で，

の傾向が観察され，K 値が０～ 20％程度まではあ

死後３時間おきに36時間まで波長250 ～ 600 nm

る程度の負の相関があった
（R2=0.47）。この期間

の領域の吸光度を計測した。その結果，第７図に
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示すように，K 値が経過時間と共に上昇するに従
い，波長280 nm ならびに410 nm 付近の吸光度が
急激に高くなった６）。
さらに蛍光分光光度計で測定したところ，第８

図のように芳香族アミノ酸や尿酸による４つの蛍
光ピークが確認できた。３時間ずつ貯蔵時間を変
えたウグイを供試して経時変化を分析したところ，
芳香族アミノ酸によると思われる蛍光強度は強弱
を繰り返し複雑な挙動を示したのに対し，尿酸に
よると思われるピークは貯蔵18時間までは線形

第７図 ウグイの眼液の吸光度
（カラー写真を HP に掲載 C067）

的に，それ以降は指数関数的に上昇し，それぞれ
R2=0.90，R2=0.96と高い相関を示した。
また HPLC で尿酸を定量したところ，貯
蔵24時間後には開始直後の試料の10
倍以上に増加していることが確かめら
れた。これらはバクテリアの影響によ
るものと考えられるが，眼液中の尿酸
の蛍光は鮮度評価に有用であると考え
られた７）。このように可視領域のマシ
ンビジョンからの情報，眼液の紫外吸
収，可視蛍光等の情報からも魚の変化

第８図

ウグイの眼液の蛍光ピーク（カラー写真を HP に掲載 C068）

を知ることがある程度可能で，K 値と
も相関を示したことより，それらを多
変量解析やニューラルネットワーク等
の手法で総合的に推定すると実用的に
利用できるものになると予測された。

●３．肥育牛のセンシング●

第9図

畜産においては，適切な給餌が最重

肥育牛の Vit.A 制御の一例と牛の瞳孔画像
（カラー写真を HP に掲載 C069）

要の課題であり，日本の肥育牛農家においては，

牛へのストレス，検査時間等を考慮すると，実際

霜降り肉等の高品質な牛肉生産のため，第９図の

的な解決方法とは言えない。そのため短時間で非

ように月齢に応じた血中ビタミンＡ濃度を制御す

侵襲なセンサが切望されているものの，現在まで

る給餌方法を採用している（以下ビタミンＡを

実用的な装置は開発されてなく，肥育牛の目に光を

Vit.A と称する）。しかし，Vit.A が適正に制御でき

照射し，10 ～ 12秒後の瞳孔反射速度（瞳孔収縮

ないことも多く，Vit.A が欠乏した場合には，食

速度）を計測した報告８）のみに留まっている。

欲低下，筋肉水腫や失明等の欠乏症になることも

そこで，当研究室では肥育牛の瞳孔から得られ

少なくない。その Vit.A 濃度モニタリングのため

る情報に基づいた Vit.A の推定装置の開発を最終目

の血液検査は各農家の労働力および金銭的負担，

標とし，マシンビジョンを用いた研究を行ってい
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の画素の彩度を取ると，第10図に示すように
Vit.A 濃度に追従する傾向が見られた（42頭の黒
毛和種）。このとき，明度が高くなるほど白っぽく
なり，彩度は低下することが観察されたため，
Vit.A 濃度と眼球表面での光反射強度の間には負
の相関があることになる。この理由として，Vit.A
濃度が低下すると眼球乾燥を引き起こし，眼球表

第 10 図

面での散乱強度が増すことが挙げられる。

彩度とビタミン A の推移

３- ２

瞳孔の色

第11図には Vit.A 濃度と瞳孔色の赤色成分の推

移を示す。これより Vit.A 濃度と赤色成分の値の

間には高い負の相関があることがわかる。逆に，
青成分の値には正の相関が見られた。これは Vit.
A 濃度の高い牛は輝板（網膜の一部）の色が鮮や
かな青色であるのに対して，Vit.A 濃度が低下す
第 11 図

ると，白あるいは黄色っぽく変化し，視神経乳頭

赤色成分とビタミン A の推移

には赤色の浮腫が見られるようになることもある
ためと考察された。
３- ３

光照射後の瞳孔収縮

短時間で瞳孔収縮の反応を見るために，光照射
後の収縮率を瞳孔の長径および短経の比で評価し
た。第12図には光照射後３秒間の正規化した長短
比を示す。これより血中 Vit.A 濃度が低くなるに
つれて収縮開始時間が遅くなり，長短比は低くな
らない傾向が示された。Vit.A 濃度と収縮開始時
第 12 図

間との間には相関係数 r=-0.574が，0.4 ～ 0.6秒

光照射後の瞳孔の長径に対する短径の比

る９-13）。その画像から得られる特徴量は眼球表面

で計測したときの瞳孔の長短比の変化量との間に

での光反射強度，照射光が瞳孔を通過後，眼底の

は r=0.724が得られた14）。

輝板で反射，散乱した色，および光照射後１秒程

本技術を実用化するにあたっては，個体識別し

度の間の瞳孔収縮スピードの３つである。参考ま

た上でカメラにより頻繁にデータ計測し，継時的

でに，第９図（右）には，カメラに白色リング LED

な変化を反映可能なモデルを作成し，その誤差や

を装着した計測装置で入力した肉牛の瞳孔画像の

牛個体ごとのばらつきを補正した Vit.A 濃度の推

一例を示す。それを基に３つの特徴量を考察した

定を行うことが必要である。これらのデータは，

結果の概要について記す。

農家の収入に関係の深い肥育牛の品質と給餌を適

３- １

眼球表面での光反射

正にコントロールするもので，血中 Vit.A 濃度の

第９図（右）のように，眼球表面ではリング LED

データは精密肥育のために最重要のデータとなる。

の鏡面反射が観測される。そのハレーション（白

この他，体重，体温，環境（温度，湿度，日射量

く抜けたリング状の部分）を取り除き，その周囲

等），行動等の計測データも含め蓄積することに
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よって，肥育農家がそれぞれの牛のばらつきを把

きに応じた個体管理ならびにセンシングをするこ

握し，最適な管理を可能とする情報化が望まれる。

とが重要であり，多種多様な生物そのものの特性を
理解することが将来の精密水産，精密畜産につながる。

●４．おわりに●

光は非侵襲で迅速に計測可能であることから，

多様で複雑な生物を適切にセンシングすること

今後生物を対象とした光センシングの手法はさら

は，作業の機械化，自動化を可能とすると同時に，

に利用が拡大すると予想される。近年，画像，分

正確な情報収集によって最適な作業，高品質，高

光技術は重要な基盤技術として安価になってきた

収量生産を可能とする。特に目からの情報は他の

が，精密な計測には適さない第一次産業の悪環境

部位と同等あるいはそれ以上に有用なデータを含

条件もある。今後は，高ロバスト性，高解像度，

んでいることも多い。水産，畜産において最も重

変動要因に対する調整機能等によって，それらの

要な作業は給餌であり，農業における施肥に対応

困難さや生物のばらつきを克服し，人の目ではとらえ

しており，生産物の収量，品質，コスト，さらに

られない情報や現象を正確に蓄積可能なシステムの

は農家の利益に直結する。しかし，生物はそれぞ

構築が「安心，安全な食」の確保のために望まれる。

れがばらつきを有していることから，そのばらつ
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