
 

クロメダカの色の嗜好について 
Medaka’s favorite color 

 
明間 夏澄  芦原 流聖  金田 美咲 

  Kasumi Akema Ryusei Ashihara Misaki Kaneta 

 

Abstract 

We took over our seniors’ research of Medaka. They seem to have some favorite colors. They tended 

to swim toward red and orange color more than white. I did a similar experiment with red，green，and 

orange.  As a result，the experiments showed that there is a tendency to swim towards orange more 

than red and green，and that there is no difference between red and green. 

 

要約 

 
本校では 2016年よりクロメダカの色の嗜好についての研究を行っている。これまでの研究によりクロ

メダカは白色より赤系統の色を好むことが分かった。本研究では赤系統の色のうち赤色と橙色を比較し，

よりどちらに嗜好が強いか，また赤色と補色関係にある緑色との比較も行い，その嗜好に違いがみられ

るのか検証した。その結果，赤色よりも橙色を好み，赤色と緑色では好みに差が認められなかった。

 

1.はじめに 
現在，日本固有種であるクロメダカの個体数は生

息地の破壊や水質汚濁などの影響で減少しており，

環境省のレッドデータブックには，絶滅の危険が日

に日に増していて，近い将来絶滅してしまう可能性

が想定されている「絶滅危惧Ⅱ類」の１つとして記

載されている。 

古くから日本に多く生息していたクロメダカの

ような身近な生物が絶滅危惧種になったというこ

とから，人間が周りに多大なる影響を与えている

ことが示唆される。 

クロメダカが絶滅すると，クロメダカの生息地

における生態系が崩れ，さらなる生物の絶滅を招

く可能性がある。生態系の破壊は，最終的にはそ

こに暮らす私たちの生活に不利益を生じる。クロ

メダカのような小さな生物でも保護を行う必要が

あり，その保護活動を進めるには，まずはそれら

の生態を知る必要がある。こういった背景から本

校では 2016年よりクロメダカの色に対する嗜好

について研究を行っている。 

 

2.これまでの研究方法と成果 

(2016年～2017年) 
クロメダカが本来生息する環境に存在する水草

に模したビニールテープを用いて，クロメダカの

色に対する反応をみる。 

＜実験Ⅰ ビニールテープの偽水草＞ 

⑴ 材料 

・偽水草（赤色と白色のビニールテープ製） 

 

 

・クロメダカ(飼育用水槽で育てたクロメダカの 

中から無作為に抽出した 10匹) 

 

・水槽：縦 35cm，横 60cm，奥行 30cm 

：カルキを抜いた水道水(水位 20㎝) 

：砂利(2.5cm敷き詰める)  

⑵ 方法 

水槽の右側に白色，左側に赤色の偽水草を白色と

赤色の間は 10㎝，それぞれの間隔を 5㎝ずつ横に

5本，奥行方向に 6本植える。（写真①） 

その水槽にクロメダカを 10 匹入れ，4 分ごとに

1 回，計 15 回クロメダカが左右どちら側にいるか

数える。中央付近にクロメダカいた場合，近い方の

偽水草側に寄っていることとして数える。この作業

を 5回繰り返す。実験は 1日 1回のみとする。実験

の後の実験室内での水槽の設置位置の影響も考慮

し，水槽を反対向きにして同じ実験方法でさらに 5

回繰り返す。実験において，同一個体が何度も使用

されなかったものと仮定する。 

⑶ 結果 

グラフ①は，横軸は観察した色を表し，縦軸は観

察した匹数を表す。（以降のグラフも同じ読み方と

する。） 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延べ 1500 匹のクロメダカのうち 1040 匹が赤色

の偽水草に集まり，白色には 460 匹が集まった。

（グラフ①）この匹数の差は二項検定にかけた結果

p= 4.07×10⁻５２<0.05となり，有意性がみられた。

よって，クロメダカは白色の偽水草よりも赤色の偽

水草を好む傾向にあると結論づけた。 

 

＜実験Ⅱ 赤色と白色の画用紙＞ 

実験Ⅰでは，クロメダカが色に反応したのではな

く，偽水草の素材に反応した可能性もある。そのた

め，水槽の周りに画用紙をまき，色による影響を調

べた。 

⑴ 材料 

・画用紙：赤色と白色 

・クロメダカ(飼育用水槽で育てたクロメダカの

中から無作為に抽出した 10匹) 

・水槽：縦 45cm，横 90cm，奥行 45cm 

：カルキを抜いた水道水(水位 19㎝) 

：砂利(5cm敷き詰める) 

⑵ 方法 

水槽の中にカルキ抜きをした水を入れ，クロメダ

カを 10匹入れる。水質に慣らすために 6時間放置

する。赤色と白色の画用紙を水槽の周りに半分ずつ

巻く。4分ごとに 1回メダカがどちら側を泳いでい

るか計 15回記録する。（写真②） 

⑶ 結果 

  

 

延べ 750匹を記録した。赤色には 485匹，白色に

は 265匹が集まった。（グラフ②）この匹数の差は

二項検定にかけた結果 p= 3.99×10－１8<0.05 とな

り，有意性がみられた。よって，実験Ⅰと実験Ⅱか

らクロメダカは形ではなく，色に惹かれて集まると

の結論に達した。また，白色よりも赤色を好むと結

論付けた。 

 

＜実験Ⅲ 橙色と白色の画用紙＞ 

赤色と白色では，赤色により多く集まったので，

色相環で赤色に近い橙色でも同様の結果が得られ

るのか調べた。 

 

⑴ 材料 

・画用紙：橙色と白色 

・その他の材料は実験Ⅱと同様 

⑵ 方法 

実験Ⅱに従う（ただし，画用紙の色は橙色と白色

とする）。 

⑶ 結果 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延べ 750匹を記録した。橙色には 432匹，白色に

は 318匹が集まった。（グラフ③）この匹数の差は

二項検定にかけた結果 p= 3.57×10－５<0.05 とな

り，有意性がみられた。よって，クロメダカは白色

よりも橙色を好むと結論づけた。 

 

3．本研究の方法と結果(2017 年 7 月～) 
 実験Ⅰ～Ⅲの結果から，クロメダカは白色より

も，赤系統色を好むとの結論に達した。 

これらの研究成果を踏まえ，本研究では詳細な色

の好みを調べるため，実験Ⅱ・Ⅲの手法を用いて赤

色・橙色，そして色相環では赤色とは対局にある緑

色をそれぞれ組み合わせて，以下の実験を行った。 

 
＜実験Ⅳ 赤色と橙色の画用紙＞ 

⑴ 材料 

・画用紙：赤色と橙色 

・その他の材料は実験Ⅱと同様 

（グラフ③） 

（グラフ②） 

（グラフ①） 



 

⑵ 方法 

実験Ⅱに従う（ただし，画用紙の色は赤色と緑

色とする） 

 

⑶ 結果 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延べ 2100匹を記録した。赤色には 988匹，橙色

には 1112匹が集まった(グラフ④)。この匹数の差

は二項検定にかけた結果 p= 6.81×10－３<0.05とな

り，有意性がみられた。よって，赤色よりも橙色を

好むと結論付けた。 

 

＜実験Ⅴ 赤色と緑色の画用紙＞ 

これまでに行った実験は赤系統色と白色のみを

用いたものだった。結果として，白色よりも赤系統

色を好むと結論付けることができた。この実験Ⅴで

は，赤系統色の優位性を確かめることを目的として

色相環で，赤色の反対色にあたる緑色を用いて実験

を行った。  

⑴ 材料 

・画用紙：赤色と緑色 

・その他の材料は実験Ⅱと同様 

⑵ 方法 

実験Ⅱに従う(ただし，画用紙の色は赤色と緑色

とする)。 

⑶ 結果 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

延べ 2100匹を記録した。赤色には 1040匹，緑色

には 1060匹が集まった。（グラフ⑤）この匹数の差

は二項検定にかけた結果 p= 6.78×10⁻¹>0.05とな

り，有意差はみられなかった。よって，赤色と緑色

のどちらか一方を好むとは言えない。 

 

＜実験Ⅵ 橙色と緑色の画用紙＞ 

実験Ⅴに引き続き，橙色と緑色の比較を行った。 

(1) 材料 

・画用紙：橙色と緑色 

・その他の材料は実験Ⅱと同様 

(2) 方法 

実験Ⅱに従う(ただし，画用紙の色は橙色と緑色

とする)。 

(3) 結果 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延べ 1200匹を記録した。橙色には 672匹，緑色

には 528匹が集まった。（グラフ⑥）この匹数の差

には二項検定にかけた結果 p= 3.18×10⁻⁵<0.05

となり，有意性がみられた。よって，緑色より，

橙色を好むと結論付けた。 

 

4．考察と今後の課題 
実験Ⅰ～Ⅵの結果から，クロメダカは白色よりも

赤色と橙色を好み，さらに赤色と緑色よりも橙色を

好む傾向にあると結論づけることができる。 

橙色を赤色，白色，緑色よりも好む理由として，

普段与えている餌の色が橙色であることがあげら

れる。また，赤色と緑色のどちらか一方に集まらな

かった理由として，クロメダカが赤色と緑色を同程

度好む，または赤色と緑色が同じ色に見えている，

という 2つの可能性が考えられる。しかし，2018年

に基礎生物学研究所のグループにより，クロメダカ

は赤色と緑色を区別できることが報告されており，

後者の可能性は否定できる。よって，今後は，赤色

と緑色を同程度好むという仮説を検証するため，白

色と緑色を比較する実験を行う必要がある。さらに，

（グラフ④） 

（グラフ⑤） 

（グラフ⑥） 



 

他の色との組み合わせを検証し，クロメダカが一番

好む色を確認していきたい。 
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（写真①） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真②） 


