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あるアイ アイ ア

一生物の繁殖と光との関係ー

植物に長日植物・短日植物と l呼ばれる

ものがあることはご存知のことと思いま

す。冬の間の日の短い期聞がすぎて，次

第に春の日が長くなりはじめると花が咲

き実がみのる植物と，夏がすぎ次第に円

が短くなりはじめると開花するものの違

いによって区別しているわけです。とこ

ろが，人間が人工的にこの条件を変えて

やりますと花の咲く時期が変って来るの

です。例えぽ，秋にならないと花の咲か

沿い植物に，夏の間から朝晩ある時間だ

け日覆いをして暖くし，昼の明るい聞を

問かくしてやると，秋になる前に花が咲

くのです。逆にこの植物に，秋になる IIIi

から市i)J晩電慨をつけて明るい時間をのば

してやりますと，何時までも花が聞かな

いので開花を遅らせることができるので

す。このようにして多くの植物が人工的

に自然、と違った時期に花を咲かせますの

で，菊作りなどではこのような操作を実

際の経営に取り入れ，今では一年中何時

でも花屋さんめT，sで茶jの花を見ることが

できます。

北米に住む動物でアライグマというの

がL、ますが，これは本道のヒグマなどと

同じように11月頃からほとんど食物もと

らずに冬眠に入ります。ところがこのア

ライグマのおりに10月頃から電燈をつけ

て朝晩照らしてやります。つまり昼の時

間をのばしてやるわけで、すが，それも最

桑 |百 j台

初は 1時間伎で次第にその時間を長く

し， 12月には 8時間位になるように Lて

やります。そうするとアライグマは冬眠

に入らないで活動を続け， 自然では春に

行なわれる繁殖行動をおこして， 2月に

は子供を生むようになるのです。ただ

し，この場合最初から長い時間電慢で照

してやっても効果はないそうです。これ

に似たようなことは鳥類でもたしかめら

れています。

このように動物や植物でも，繁~I( と光

とが密接な関係を持つものが少なくあり

ません。そこで魚類ではどうなるかを考

えて見ましょう。

治Jの魚、では繁殖期に入りますと応卵の

liiHこ)]I'f卵間前を行なって都fTの良い場所

に移動するものが沢IUあります。こ ~L'1 
淡水魚類にも見られることです。

魚、の同誹は水温が大きな原因となって

起るように考えられますがしかしそれだ

けでは説明しきれないのではないでしょ

うか。ことに鮭鱒のように淡水で生まれ

て海に下り，そこで成長 Lて今度l土産卵

のために川にのぼって来るというような

ものになると中々むずか Lい問題を色々

ふくんでいますc 仔IJえば出分の問題だけ

を取りあげて考えてみても，海の中にい

る聞は魚の体液は海水よりも穆透圧が{氏

いので，常々休中の水分が失われる危険

があるのですが，淡;J(に入って来ると逆
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にまわりから体の中に水が侵入して来る

心配があるのです。稚魚が海に出て行く

場合や窺魚が河に入って来る場合には，

{nJかホルモンの分泌状態が変って腎臓な

どの生理機能に変化が起ると説明されて

も，その不思議さは一向減るものでもな

いでしょう。

産卵同滋が何が原因で‘始まるかを考え

てみますと，生殖素の成熟が第ーの条件

であることは間違いのない事でしょう

が，その次に季節が問題となりそうで

す。李節という条件には，秋の場合では

;J'(i品の低下と[]照時間が短くなる事が合

まれています。水温が低下して沿岸水温

が島L鱒のI口l倣に適した温度になる事だけ

lliJ..げるのは通当でないことになりま

す。それは春にもそのような時期がある

はずだからです。鮭について考えてみま

すと，その産卵群は主に 3年から 5年ま

での年齢の魚で、構成されています。した

がって生舶素の成熟には，その魚の成育

環境の違いや個体差によって違うでしょ

うが，ある一定の期間が必要でしょう。

その期間の個体差は他の条件が入って来

なけれぽ連続的にあらわれるはずです。

つまり秋以外の季節にも成熟した魚がL、

るはずだということになりしたがって春

の魚tのILJ]滋適温期にも親魚、が沿岸にあら

われ，産卵や稚魚、の成育に適当な条件を

耐えた河川があれば川上しでも良いので

11ないかと考えられませんか。鮭鱒は秋

に席目Ilするように生まれついているのだ

というのでは答えにならないでしょう。

そこで水温だけでなく短H.つまり次第

に昼の時間が短かくなって来るという条

件-が大きな意味を持っているように思わ

れてならないのですの例え:LIヒk.;Jc斥(''f:

部の久保達郎氏は，サクラマスが銀毛に

なる場合に人工的に照射を与える事によ

って自然の状態と違った状態の生じるこ

とを観察していますが，重大な意味があ

りそうに思えます。そのほかこの間，あ

る科学雑誌を見ていましたら. rホルモ

ン学の新しい動き」という記事の中に一

寸面白い記事が出ていましたので，その

要点だけご紹介することにしましょう。

ここには主として第 2凶，第 3図の国

際比較内分泌学シンポジウムでの討論テ

ーマを中心に，現在の比較内分泌学でと

りあげている問題点について説明されて

いるのですが，その中に l魚類の同所あ

るいは烏の渡りなど移住 (migration.)

の内分泌的要因・動物とくに生航行動と

ホルモン・環境に対する適応とホルモ

ン」などの項目が日につきました。そし

て「魚類の回'J)jfとホルモン」という iいで

は，さきに述べました広塩度性の魚%[

(淡水と塩水との間を行ったり来たりす

る魚類)の渉透圧の問題で，惨j釜調節に

は脳下垂体・甲状腺・問腎!協のホルモン

が関与していることは分っているが，そ

の機構については研究者によって意見が

まちまちであるということと，要するに

その機構はいろいろな魚の種類によっ

て，お互い同志関係なく勝手に進化して

きたもので，その機構も種によって遭う

のであろうと述べています。

つぎに「トゲウオの同汲の場什!とい

うところで，オラン夕、、のパッガーマンI:r.

どのトゲウオの一種イトヨについての研

究を発表しています。イトヨは淡水で 4

月なかばから 7月始めまでの繁植IHj'WJを

すごしますが，その間に巣作り・産卵・

称魚の養育をするのですが，それが終る



と成魚は海に下りはじめ， 11月までこの

移住が続きます。そしてその年に生まれ

た幼魚、もこの時期に海に下り，第 1年目

の終りに成魚、になるわけですσ 自然、条件

の下でこれらのイトヨが極水を好む期間

は，昼間が短かく水温の低い期間です

が，淡水で飼育中の長日高温の状態にあ

るイトヨに，実験的に日の当る時聞を矩

かくし水温を低くしてやりますと塩水を

好む性質があらわれ始めるのです。した

がって繁殖期が終ってから次第に日が短

かくなり水温が下って来ますとイトヨは

砲水選好性をよびさまされ，海へ下る移

住が始まるものと考えられ， この時期に

は脳下垂体や甲状腺はホルモンを分泌し

ないのです。反対に海から淡水にむかう

生舶l'刊?はおそらく長 Hと高水温とによ

って引起されるものと想像がつきます。

実験的に生まれてから 1年はみたない未

成熟魚に10月はじめから， 1日に16時間の

照明を与えて人為的に昼を長くし水温も

200Cに砕くしてやりますと，季節はずれ

の淡水を好む性質があらわれて来て，約

1カ月後には生殖!院は自然の状態よりも

ずっと早く成熟しました。しかし， この

イトヨに11仕水温を上げてやっただけで‘は

まったく効果が無かったということで

すのなお， イトヨの生殖線を取ってしま

って性ホルモンの分泌が起らないように

しておいても， この選好性の変化にはあ

主り L、ちじるしい影響を起しませんでし

たが，甲状腺ホルモンを与えると急速に

淡水を好む性質があらわれ， J並に淡水を

好むH~f期の魚に甲状腺を抑制する物質の

チオ!ぷ素を与えると，たちまち堀 !J~選好

1tに変ったのだそうです。

このイトヨでの実験はそのままでは鮭

9 

鱒にあてはまらないかも知れませんが，

今後の鮭鱒人工瞬化の技術に幾っかのUii

示を与えて呉れるのではないでしょう

か。も L鮭鱒も稚魚は長 [1・肖水温とい

う条件によって海に下りはじめ，産卵期

に入った親魚は短日低水温という条件に

よってはじめて河川へ係上する行動を起

すものだとすれば，人為的にこのような

条件を与えてやる事によって自然の状態

よりも私たちに都合の良い状態を作り IU

すことが可能になります。例えば，現在

のように河口近くで捕獲が行なわれるよ

うになりますと，捕獲した親魚、の蓄養が

大変大きな問題となりますが， ことに 1，1
L、時期に捕獲した魚に短日・低水温とい

う条件を与える事によって成熟を促進さ

せる事ができるかも知れませんO つま

り，蓄養池には湧水などを利用して比較

的水温の低い水を流入してやり， V~JJ晩 I1

覆いをして陪くしてやる訳です。しかし

この場合，めんどうだからといって I1覆

いをかけっぱなしでは効果がないでしょ

う。やはり 11 の明るい時I:~がj忌かくなる

ことが刺戟になるはずなのですから。

またこれから稚魚の投飼育成なとが行

なわれるようになると思いますが， この

場合もfJの当る時間や水温を人為的に変

えてやることによって降海H当期を郎作の

良いようにコントロールするポができる

かも知れませんの

更に想像をひろげて行けば， ヒメマ

ス・ヤマべなどの陣上t~J の魚、ではとう人:

るかということも興味深い問題です L，

ニジマスなどの淡水で一生をすごすもの

ではどうでしょうか。ニジマスで地域的

に斥卵期の進うことは何か7](温条件だけ

ではなL、ような気もするのですcもし人
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為的に庄卵期を変える事ができれぽ本道

のニジマス養殖に貢献するところは大き

いでしょう。鯉・金魚、など、のlliit水魚類て、

はどうでしょうかσ 甲状腺ホルモンをこ

の問題とともに，あるし、は 1年に 2同以

との産卵が可能になるかも知れないので

すのさきに述べたイトヨの実験では，産

卵後の成魚が長円高水温の条件を与える

ことによって，淡水選好性を生じると同

時にふたたび生殖腺の成熟することが観

祭されていることから考えても，可能性

は大きいと思うのですわ

ここに述べましたことは今更私が申上

げるまでもなく，みなさんのご示知のこ

一H主ずF 

1.捕獲 場

秋の大河は治々と
わ

l三沢 tJ毘

渉1¥き7こぎる如く Iこbit;hfiき
ひや かlま

冷かに風薫るタ持;どき
ひ さすらい

網01.く船の1尻島IEは
はれつ

竜骨も彼裂せん
たののふる さけぴ

戦き顛へる漁夫の叫騒は
ひた あ

無情の水に浸りて忠、も附え

全霊全身が慮空の中に消ゆるli3
Jト1):̂ 't かんだか うず

舷に甲高き戸の渦

おお数千の鮭よ北海の十
古んぜん まばた りんこう

燃々と舷く鱗光は
在ないろにじ はりわた

七彩の~![と張波る

2. 密漁取締
おっ

?皆漁、者を追かけろ

奴らは無法者

ところでお前さんは?

資源を守る正義の人さ

何と鼻もちならぬ事だわい

¥fl:労知らずの珂1性が権力と威厳を↓?って

とばかりなのですが， もし実現すればそ

の産業的価値も決して低くないことなの

です。その上このような実験は現場で仕

事をしておられる皆さんが，割台簡単に

手をつけられそうな事に思えるのです

が，いかがなものでしょうか。

参考にしました資料は次のとおりです

1) 1"長日植物・短日植物Jについては， 高

校程度の生物科教書あるいは参考書

2) 1"アライグマ」の例は， 中学生向きの耳I!

科参考書である「科学の学校(岩波書Im_l

3) 1"ホノレモン学の新しい動き」 自然、(中央

公論社)1961午6月号円高敏隆(東京民 r
大学生物学研究室〕

L 

社会の為に悪党を絞め上げろ〆
たい つった

そこで、俺らは川ぶちに突立って

一晩'1'の立ちん坊

!前夜の中で鼻をすするのさ

我が身を苦しめ
うた

哀歌を唄ふのも婦ではない

3. 稚角放流

iJ¥i1化場よ

ぉMIiは何の存びを{色述に与へるのか

歳月は犠牲と共に'jl_や八十{I

この山奥の人々は

%の一つだに無いではなし、か

なんと人を失望させる事か

いっそ時の終りまでその怖でいるのがよい

このIItの誰の為にこんなにfti:しみ

推の為に大きく腕を拡げるのか

名もない人々は今if.も稚魚、政流数値u己
ひそ

悲しみの秘かな流れは

過ぎ行く歳月の尊(¥，、ベージに速したぞ

来るべき肘紀の為に

今成就せねばならない
さ1;( た Vよよ

裁ftの日はま追に深ひ寄っている




