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ケイソンの研究と水力発電 (1)

J. R. Brett著

訳者の言葉

電源開発，その他の水資源の利用がサケマ

ス資源の維持に大きな影響を及ぼすことはわ

が国でも外同でも同じ問題である。そして，何

等かの子段によりその資源の維持を計る場合

にはサケマスに関するわれわれの生物学的知

識がその土台となる内カナダ政府におけるこ

の方向の研究の一部が FisheriesResearch 

Board of Canada ~こ属する Nanaimo

Biologi('al StationでYJわれ，本論文の若者

J. R. Brett 博士が生理学者としてこの研究を

相当している内

わが国のケイソン資源維持の手段としては

人工瞬化が主として収用され，カナダでは天

然皮卵を主とした千段をとっている内従っ

て，研J先の構想、や方法には両国の間に，或は，

相遣するこ止が認められるかも匁lれないハ然

し，何，/1にせよ，サケマスの生活に対する理

解が全ての問題の基礎となることには変りな

いの訳者が本論文の抗H訳をこころみるのもそ

の点からHl発している内

左主珂学者としての著者の構想、には生理学牛ー

態学を特に強調する傾向のあるのはミ当然であ

るが，サケマス資源lの保全に対する博 1:の理

解と意欲とはわが国の当事者にとって大なる

参考ーとなり， また，車IJ中えになるであろう n 更

に，水斥ノ十物学の研d先におL、て，問題を把握

し，そのH的を杏令定分類し，手段を接択する

と云う研究全般の整照と組織化においても木

論文は研究者一般の参考になるものと思われ

るn

元著では本文中の註が脚註となっている

が，この訳交ではその場所に番号を付し(1 

黒沼勝造訳

-23)，末尾に一括して記した内また，参考

文献は訳出せずそのままを記し読者の直接

引用に際しての不便を除くようにした内訳文

の不明な点も多々あると思うが，その際には元

著 (Fisherie5 Research Board ()f Canada， 

Bulletin No. 114: i-vii， 1-26， Fi日比 (1957)) 

によってご検討を願いたいη
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この論文の内容は水力発電のために起

るケイソンの問題を概説したものであ

り，サケマスの生物学的研究の主主本的理

論を展開し，カナダ水産研究部において

実施されている研究を要約し，かつ，そ

の研究の特種問題を提示してある。生物

学的研究の必要性と規模とは決して誇張

し過ることはなL、。そして，多くの問題

の判断をする日ijには大々的な生物学の研

究が実施されなければならないというの



が決定的の論義である。しかし，問題は

複雑多岐であるから，早急な簡単な解決

が出来るとし、う安易な考にふけることは

許されなL、。サケマスの洞滋の途中で彼

らを保護するために如何なる実際手段が

とられるとしても，そこには必ず新し

い生物学的の問題が伴って起きてくるも

のである。サケマスに対する知識の足り

ないことこそわれわれの最大の弱味であ

り， この弱味は，それによって解決の得

られる魚を対象とした研究の実施によっ

てのみ，償Jフれるのである。

研究の実施にはサケマスの生物学の基

礎的な耐と応用的な面とが含まれる。こ

こで指摘したL、ことは，北米合衆国では

問題の解決のために莫大な経費が費され

ており，やがては解決もみられるであろ

うが，現在の見とうしでは，部分的には

期待の出来る進歩もあるが，問題の最終

的解決は決して近い将来ではないことで

ある。

従来の研究の実施には，即決すべき重

要な課題の解答の責任がおわされている

ために，一つの大きい制約が常においか

ぶさっていた。すなわち，研究が現実の

問題の解決のみに向けられており，サケ

マスにつき何物かを発見し， この知識が

!!II 何に活用されるかという根本的な点に

ふれていなかったので、ある。

本論文の主目的は，われわれがサケマ

スにつきもっと知らなければならないこ

とを示l，かつ， この知識を如何にして

耳Z要な方向にあてはめるかにつき指針を

与えることにある。

I 序 論

太平洋産サケマスはそのi目立存の間，及

び，その初期の成長の聞に適当な淡水の

環境を必要とするが，そのために，彼ら

の生活には河川の各種の利用に直接な問

連をもっている。水力発電，貯水，潅甑，

廃水のために河川湖沼の水はダムでせき

とめられ，流速の変化によって水力は変

り，水量は減り，また， ;Jc質も変るので

あるが，糊河性の魚族をこのような水の

変化の中で維持しなければならない処に

多くの問題が産まれる。そして，その解

決にはサケマスの習性の完全な理解と変

化に対する彼らの適応の限界の発見とが

極めて重要で、あり，彼らのi回併の途中の

環境で如何にしてその障害をさけるかの

手段を考究しなければならなL、。

河川の多目的利用は河水の複維な変化

を意味し，一方，魚が接しなければなら

ない多数の新しい条件と困難とを意味す

る。これらの条件と困難とは，その全て

が不利というわけではないがは)，多くの

場合，魚にとって有害であり，時には，
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ft内ともなる。コロンビア河のグランド

クーリーダムが完成されて 20年にもな

るが，建設当時の考えと今日の考えとの

聞にはどのくらいの差があるか， また，

350呪のダムのためにその上流地域のサ

ケマスは絶滅したか，の問題は明らかに

は解答されていない北西太平洋岸におい

て， この問題の解決には相当の発展がみ

られ， また，多くの努力が払われるl3)，

それにも拘わらず，未だ問題の明らかに

されていない事実はその|問題の大きさを

よく物語っている。 1951年に発表され

た一報告(4!では本問題の解決に必要な，

さらに研究を要する課題を 100以上も列

挙している。最近，発表された 2編の重

要な報告のうち，一つは，水力発電によ

って一起る諸問題の考案台行い (Larkin，
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1956)，他は， フレーザートムプソン水

系に出来た 10個のダムの影響を取扱っ

ている (Anonymous，1955)。これらの報

告で詳しく記されている問題の複雑性に

つき，ここに再び繰返す必要はないが，

この複雑性こそ，本文で，問題の整理を

行って普遍的な論説をこころみる所以で

あり，サケマスの生物学的研究の原理と

階程とを解明せんとするものである。

本論文の論義から到達する解析を了想

して，研究項目を次の 3部の内容にわけ

ることとする. 1)生理.的エネルギーの

放11¥と保持， 2)集積するストレスに対

する魚の能力と活動力の維持， 3) 1回出f

の機構とそれに伴う感覚の関連と特種な

習性型式。いうまでもなく，全ての研究

はサケマスの成魚が適切な条件のもとで

産卵場に到着 L，かつ，健康な稚魚が海

洋にi回帰することを目的とするのであ

り，ごれらの点で欠けるころがあれば，

それはサケマス資源の減少をもたらす結

果を約束するものであろう円

E サケマス問題

以下，サケマスの洞併に影響を及ぼす

要悶を略説するが，決して，詳細にわた

るものではなく，惹起する一般問題の解

説にすぎなし、。問題の解説には，魚が海

水を離れる河口より出発して，途中，水

力発電その他の河川利用の地点を通って

上流に進み，次に，稚魚の降初Iの問題を

取扱うことと L，事例と Lてはブリテイ

ツシコロンビア州の事実，その他を引用

したの

成長段階:親魚の糊河

1.水量低減による河口よりの出発の

遅延と河流中の棚上の遅延。この現象は

雨量の少ない年にみられるが，上流の河

水を貯水する結果からもおこり得る。問

題はサケマスの朔河と能率的な産卵とに

影響することなく， どの程度の遅延が海

水中，淡水中で許されるかにある。

仔IJ:キヤピラノ河グリーブランドダ

ム;ツオーラムM。

2.水温上昇，水量減少，あるいは，

下水工場廃液の添加による水質の変化。

水温は魚の活動力，習性，疾病に対する

抵抗性，及び，性的熟度に影響を与え，

汚潟水は有毒なこともあり，水中の酸素

含有量を低下させ，時には，向上を害す

ることもあり得る。

例:夕、ムや河水の利用はこのような変

化をもたらす。前者はアルカン プン

トヒツシ河川工事に例がみられ (91， 後

者にはアルベーニ水路の問題があるの

(Waldichuk， 1954)。
3. 魚の通過出来ない水路(あるいは，

偽の河)11)を主流の上流， 下流に造って

主流を分水すること。分水の結果とし

て，魚が適切な(あるいは，本当の)産

卵場に達し得ない;}C路に導かれるとか，

タービンから出てくる偽の河川水路に魚

が必死の努力で入るとかして，結局，産

卵が著しく阻害されるか，あるいは，不

可能となる。

例:ジョーンズクリーグ (10)，その他。

現夜，ブリテイツシコロンビア州にみら

れる最も普通な重要な問題。

4. 魚悌，エレベーター，開門の如き

魚道を具えた種々の高さのダムによる魚

の通過の阻害。このような装置に関連し

て起る問題には，魚がその魚道を発見し

て通過し得るか，越流や人工水路の水と

戦うために魚はエネルギーを失われない

か，また，魚道の通過のために嗣激が遅



延したり，損害を受けたり，疲労したり

ムな主、か， という心配がある。魚道に人

刀最与場金ιらその設計の不備のため

に，魚が不規則t"，習性を強いられ，通過

時間り遅延の危険性がある。

例:フレーザー河に計画されている主

流ダムの全部 (Anonymous，1955)。コ

ロンピア河にある既存のダ、ムc

5. 各種の延長，深度，貯;J(量の人工

湖の通過。貯水池を通過して従来の(あ

るいは，新しL、)産卵場に到達するため

に，ここにも，遅延の問題が起る。水温

の上昇，水温層の変化は阻害条件となる

かも知れず日:i，また，水量の減少は魚を

誘導する要素を失うかも知れなし、。環境

の変化があれば魚はそれに適応して習性

を変える必要があり，しかも， 5種のサ

ケマス類はそれぞれのi回滋産卵習性をも

っているから，そのおのおのの条件をみ

たす必要がある。また，サケマスの産卵

場がダムの水で浸水されると，産卵場か

ら出る魚を誘う唄は消されてしまうにち

がL、なL、。

例:プレーザ-1pJに計画されているモ

ランダムは1651堕の延長があり，トムプソ

ン同のベニマスの産卵場は浸水される。
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6.産卵を完うするための最後の湖河

モ一一ー ‘ト一一ー

~， 1 ~l 河川の多目的利用ωサケマスにも

たらす諸問題。糊河湖激(1.減水による遅

延， 2.水質汚濁と水温上昇， 3.本流河*

u分7.K， 4. 通路白閉鎖と剥道による遅延，

5. 貯水池ω通過，ならびに産卵場の浸水，

6.最後ω産卵の能率);降河測機 (7.貯

水池山通過，ならびに，習性。限界， 8. IJ 

ーピン，あるいは，越流中。死亡， 9.誘導

と話IJ道との問題， 10. 米敵の蓄積， 11.水質

ω変化)0(元著より略写)
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i回激。障害を乗り越えて河口より産卵場

に到達したサケマス親魚は最終の目的で

ある産卵と生殖行為とを行わなければな

らなL、。

例:ノ二ビンMの土砂くずれに遭遇した

1951年のサケマスの産卵は著しく阻害

された (Godfreyet al， 1954) 0 1955年，

スチユアル.ト湖のベニマス群の中には産

卵場に行か/工かったものがあり，また，

到着 Lても疲労のために死亡したものが

あったといわれ， この事件は自然、の障害

から起きた。コロンビア河にある沢山の

ダムとダムとの聞でも計り知れぬ損失が

あるが，その!京悶は習性の変更，病気，

あるいは，多分疲労であろう。

成長段階:稚魚，幼魚，若年

魚の降河

7.貯水池内の通路。サケマスの種の

相直によりこの段階には 3つの問題があ

る。1.サケとカラフトマスとは，通

Th，直接に海に向て河川を降下するが，

彼らが動かない大きな水体を通過する

か否かには疑問がある (Mckinnonand 

Brett， 1955)0 2.ギンマスとマスノス

ケ(春型)とは若年魚、として河川に懐息

し，早期成長をここでするから，河川内

で死ぬこともあり得る。 3. ベニマス

は，通常，その年の春期に湖水を通過し

て嗣併する。そして，第 2年も大きな淡

水の水体で過すことがあり，時には， i仮

に下らないこともある(凶。

例:これらの問題はセントクリーク，

ブリッチ1n!， プントレツヂ、河，及び，モ

ランダムでみられる。

8.魚道を伴わない発電，貯水，濯i既

のダムの通過。タービンの中の水圧の変

化， ;J¥.車翼との接触，水路への迷入，越

流壁との摩擦，あるいは，越流路基部内

水の撹持により魚は死亡したり傷害を受

ける。 (Clay，1955参照)

例:クリーブランドタム，プントレツ

ヂ、河発電所。

9.副道に入り，その出日に達する rgj

匙且主~型三日稚魚降ドのたり
副道を備えているのはコロンビア作!のプ

三ど心ばt訪日エあ油山一:乏の剖J且
を利用している稚魚の数ははとんど問題

にならなし、。魚を副道に導き，そこを安

全に通過させる問題はサケマス資源保全

のうちのd嘉要部分を占めており， さら

に，越流と貯水池水面の変化は問題を困

難にある。

例:高レダムに副道は必須装置である

が，今日でli7<-、2f‘ヒ‘ /1::..2::'_，ムiこ J~ 大ら
れなし、。・

10. ダム直下水中の稚魚、の状態と耐抗

性，降海稚魚のj回滋の方法，手段， ダムや

副道を通過した後の彼らの正常習性への

回復，当地点全般にみられる天敵の集績

は，何れも，彼らの生存に影響を与える。

11.稚魚幼魚、の降海i回瀞で、降下するii1[

川の水量変化。!え魚が河川を ì~i~ _l二ずる|際

と同様に，稚魚幼魚が毒ノd¥.，酸素欠乏，

高水温に冒かされてその活動性を著しく

害されることのないようにしなければな

らなL、c

E 研究の原理

上記の如く問題は複雑多岐である。従

って， 1回前現象の復雑性を総括した解析

的の研究を行うのでなければ系統的の進

展はみられなし、。 1951年，われわれの研

究は稚魚を安全に降下させる点に集中さ

れたが， 1955年までに，プレーザートム

プソン水系の多目的ダム建設の計画に対



応して多数の親魚会安全に上流に到達さ

せるために必要な知識の欠けていること

がわかってきた。ブリテイツシコロンピ

ア外|における現tEの重要問題はtnJ;J'(の分

岐に対して如何なる手を打つべきかの点

にあるの

第一ーの質問は，全般の研究を如何に組

織するか，である。もむろん，魚の反応、

性と能力とに研究の枠をはめなければな

らないが，その全てを抱合させることは

不可能であるわそして問題の緊急度は研

究が最も実利的に向けられなければなら

ぬことを要求している。サケマスの嗣併

における一連の問題を検討してみると，

繰返して起る問題のあることがわかる。

すなわち，遅延の問題，各種のストレス

に抵抗する能力の問題，環境変化の影響

の問題，変更を余儀なくされる習性の問

題であるが， これらの問題は事実として

現われる重大な事項である。そして，研

究の基礎をこのような限られた内容の中

に樹てることが可能であり，その原理の

若干合下のTIIき項目に分けて考案してみ

よう(第 E項で概説 Lた問題事項と対

比)。

内 容 ~n 章の項目番号

A. エ不ルギーの放出 ..1，2，il， 4 

B. ストレスと活動性…1，2，4，5，6，8，

10，11 

C. 内分泌の条件・・・…1，2，4，5，6

D. 習性と感知…………2，:{， 4， 5， 7， 8， 

9，10， 11 

E. 交 錯…ー・…・一…AXBXCXD

A. エ不ルギーの放出

サケマス成魚が河口に到着する迄に，

彼らは成長Lつつある卵，精のかたまり

の運搬者酬となっているということが出
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来，そのかたまりを産卵の(rl.、得る適当

な場所まで運ばなければならない。彼ら

は生命の平衡を保つために食物を摂るこ

とは Ll~いカ、ら，遠距離を洞滋し，産卵

と自己防禦のために，蓄積された脂肪，

変形 L得る蛋白質と合ノk炭素の燃料を充

分に貯えておく必要があるのそ Lて，偽

水路や遅延のためにこれらの燃料が過度

に要求されたり，尚温度の継続のために

燃料の不足があれば，それは産卵前の死

を意味するのである。 多少の予猶を残し

て，全体の燃料の必要度が過重であって

はならなL、。

彼らは河口からパピン湖(高度2，200

呪)に達する 865哩の距離を平均 33日

間で泳ぐ(1時間 30哩の水流を湖上し

て)のであるから，仮に，河流のエネル

ギーからは何らの機械的の援助を受けな

いとすると叫，彼らはこの距離を泳ぎき

るだけの燃料を消費しなければならず，

河水の水温の如何を問わず，基礎代謝を

維持しなければならなL、。のみならず，

生舷巣が完熟するにはさらに 30日を要

L，また，産卵床を造るために要する充

分な燃料を貯えておく必要がある。

従って，基本問題はエネルギーの平衡

と交換とにあり，適当量の燃料がなけれ

ば完全の産卵の行われる筈はなL、。燃料

の消費，正常不正常の場合のエネルギー

の必要度とその供給との限度，の問題が

一般的にも具体的にも埋解されなければ

ならないり

B. ストレスと活動性

ストレス。その要素が自然的であらう

と人為的であろうと，環境なるものは動

物個体に広範なストレスを課する。温

度，輔度，酸性度，天敵，競争者，など
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全ての物煙的，化学的生物的要素は動物

が環境として直面しなければならない多

くの問題を提供する。動物にとって生き

ることが鍵である。しかし，それだけで

は完全ではない，環境に耐え得る能力の

伴った生命でなければならない， しか

も，その生命には生殖も含まれるのであ

る。

サケマスにとって，その血液と河水と

の塩分濃度の差は惨透のストレスとな

る。彼らは体内でその平衡を保たなけれ

ばならないから，新陳代謝は過重とな

り，酸素の消費は増大する o ;J¥.温の上昇

は体内の全ての化学反応を増進させ，ま

た，エネルギーの放出を要求する。体の

内外の何れより発するストレスも燃料の

供給を要求する。しかし，ストレスの総

不Ilの荷重に対しては限度があり，この限

度は魚の体内に貯えられた燃料の量(そ

の量から滋泳と生殖活動に要する燃料量

を引かねばならなL、)によって定められ

る。

以上はストレスが死の限界に達しなか

った場合である。環境条件に原悶するス

トレスの致死限界の測定はその原|尽(温

度，圧力，毒性など)自体を検すること

であり，また，環境に対する抗抗力の極

限をも設定する。

ストレスに識別性のものと不識別のも

のとがあり，両者は区別される。識別性

のストレスとは，魚、群体中のある個体

に，常時， !μかるものであり，天敵とか

漁獲とかがその例である。このストレス

に冒された個体は死滅するが，逃れた個

体には何の影響もなし、。漁獲によって魚

魚群体の 50%を奪いとることが出来，

残余はそのまま産卵場に進み得るそし

て，若 L産卵場において競争が防げるな

らば，その逃れた魚群は，ある意味で

は，よりよい条件におカ‘れることにもな

る。

不識別性のストレスとは魚群体中の全

部の個体に課せられるものであり，その

効果には撰択性がなし、。高温， 低酸素

量，毒性の如きストレスはそのような環

境の中にー尾の魚の入ることも留まるこ

とも許さなし、。もちろん，ストレスに

対する抵抗力には個体差はあるが，般

的には，この抵抗力は各個体に同程度で

みられる，従って，不識別性のストレス

が魚群体の 50%を奪い去った場合， 逃

れ得た個体は生存するものの，実は，困

苦の状態にあるので，それ以上の僅かの

ストレスが加われば彼らは皆滅してしま

う。正常の活動を続ける力は一時的，あ

るいは，永久的に弱められ，僅かの影響

しか及ばさないこのストレスも魚群体の

平衡状態が危険にあることを意味する。

毒物の安全度を知りこれを設定する

(生物学的定量法)にはその致死限界量

を求めるのが普通であるが， この方法は

われわれの目的からは根本的に誤りであ

る。例えば，半致死量の薬品とかストレ

スによって蒙る負担は決定出来ないから

である。人間に対るアルコールの効果も

同じように考えられ，仮に，他に適当な

計上の方法がないから，酒酔の度合が致

死量の如き表現でされたとすると，その

半致死量は自動車の運転に刈して安全範

囲に人るとされるであろう実際にはかか

ることはあり得ない

タービンや越流からー尾の死亡もなく

魚群を下流に運べたとしても，それが問

題を解決したことにならない。則。それは



ストレスが致死的でlょなくなったに過ぎ

たr~ 、 υ 多くの夕、ムのためにいj じストレス

が繰返される場合にはその和が致死的と

なり得るし，また. 2度目のストレスが

工場廃水(普通ならば無言の)の形で襲

ってきた場合には忠、いもよらない魚の死

亡をもたらすことにもなり得る。

lスkの良11く. 2種のストレスから起る

~!Îj聞は著しく相達している。如何なる不

識別性のストレスもその全般に渉って，;t
らねばな

らI}).し，

また，そ

F-T/SEC 

の物指は

魚の行頭j 実

及び(あ酌 075

るし、は). い

新陳代謝

のIニの効

果である

べきであ

るο 環境

に起附す

るストレ

スに耐え

得る子猶

1.0 
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調べることによりぶめることが可能で，

環境の課するストレスの食定に魚の活動

性の測定をもってすることが出来る。仔1)

えば，新陳代謝の要求(酸素消費率)か

ら温度の効果を;jとめる際に，温度の範聞

は魚の活動中と休息、中との蓋の最大の幅

にひろがる。このひろがりが魚の活動の

最大の規模に人り，さらに，最適のエ不

ルギー放出の起る範聞を示すのである。

この意味で， ストレスの魚に対する段小

の範凶カ通

ーゾ「

A叡弘一ー______LIノヨ( 050 

窪

。
5 10 15 

湿 度

量を常に組織的に測定することにより，

成魚が完全産卵に影響しない範同で，ま

た，稚幼魚が海水に安着し得る範囲で，

通常の環境変化の許容限度を設定するこ

とが出来る。この原理は第 2凶に示して

おいた。

活動性。環境は新陳代謝を通して魚の

活動性に影響を与える (Fry，1947)が，

その意義は極めて重大である。すなわ

ち，魚の滋泳，成長，消化の如き活動性

に対する環境の効果は魚の新陳代謝度を

20 25 'C 

ノ兵され，

また，最

大の活動

のお‘こる

範囲が示

1I1 さnる。

かくして

活動性

(i，持泳速

度)と新

陳代謝

(酸素消

費)との

測定がス

トレスの

第 21ヌ| ベニマス幼魚ω実基'JJ(滋泳能力)

と水温とり関係-L温度ω上方・致死限界;

D.秒間 0.5吠比流速を主主り遮すに要する ')e

11J"増加;冊，多〈 ωストレス上り要求さ取

るエ千ノしギー ι増力fln 魚は 13-170C"-'f尚(桝

LIω;帯分)におむ、て ωλn，明ι、組合せに入

る内(元若より略~i.)

効果の判断の基礎となる。魚1/)突発的の

活動(跳躍，急、流棚上など)をある時間

に行うために準備されている余分のエネ

ルギーを測定することにより，環境を克
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月比 「るためのストレスのd午容範囲とその

限界を決定することが出来る u

c.内分泌の条件

U_!-.で魚のエネルギー，ストレス，lli 

動性の関連を傾討したこととする。魚が

産J;Jli場に到達 L，また，離脱する遂次の

行動を満足させる諸種の条件は鎖の如き

もので，その」環でも失われれば，全般

の現象が害されるのであるの体色の変

化，雄魚のl吻の突ItJ，体形の生化となっ

て表現される性的熟成は生殖巣の熟して

いることを物語り，この性的熟成が適当

役ホルモン(性ホルモン〉の分泌に関係

のあることは， ~JEI催(アドレナリン)や

成長(サイロキシン)の加き活動と!日!じ

であるσ 生埋的成長に比例する性的発達

には時間的の制約があり，それは温度一と

時間との積で決定される。 温度の増大は

性的熟成のi時間企短縮する。 'Ttll神経か

らも何らかの調整がくるが，その段階は

不明である。この神経調整は性的成長の

段階を変えることは出来るが，産卵場Iこ

達する以前に時間が経過して卵の股1+1を

余儀なくされる紅r-熱すればそれが死|刈

となり得る， という|叶)坦を調整すること

はなL、。

サケとカラフトマスの稚魚が海に降り

る|氏淡;j'(中に停滞しすぎるためのスト

レスは甲状腺の披弊となって現われる

(Hoar and Bell， 1(50)が， この場合，

時間の要|刈もあるわ lく，淡!J'(中の生活ー

がlLJ:えのIt!j11司を超過して水くなるにつれ

て，生千J:の機会は次第に失われてゆく

(221。
内分泌の条件とその影響は複雑であり

(23)， ここでは，時間は失われるという事

実を指摘するにととめるυ 重要な研究課

題である。

D.習性と感知

i凶滋は，その行程を乗り越えるに必要

で充分な燃料，ストレスに打勝つ充分な

J底抗性，行動を完成する充分な時間，の

みに限られた問題ではない。相併には，

その行程が如何に遠くとも，一地点より

他の地点へ，魚をi軍び，河口より産卵場

へ到達させるための感覚と反応との一連

の活動が， さらに，合まれている。この

関連は魚、の全般の習性組織の一部であ

り，その正しい連鎖によって， 1困J)jfの機

構が成立するのである。正常の環境が変

化した場合，虚偽の暗示，魚体内部条

約・0)変更，あるいは，正常環境の遮蔽に

より，魚、の習性に影響を与える。その結

果，魚の活動が遅れたり， i同併)j向を誤

り，時には，成魚が逆もどりして降河す

るに至るのである。

習性の問題も復雑多岐であり，サケマ

スの全ての習性反応を研究することは出

来なL、U 問題はj回併に関連する重要な頃

目を盗定 L，環境の変化が如何なる範囲

で重大となり， また，有言となるかの範

囲を決定するのであり，この方向の研究

の鍵は， i回併を導く体内の活動を満足さ

せ，かつ，産卵を完うさせるには如何な

る環境が必要であるかを判定するという

問題にかかっている。この問題について

は， (日jれの問題よりも， 多くの意見が述

べられ， また，非常に複雑な研究が要求

されているから，今後， 10年のうちに適

切な解答を得るためには，実施可能な研

究を能率的な軌道にのせて縮小するよう

に導く要がある。

研究が追跡し得る理論的な順位はあ



るo t同併が方向づけられた反応の連鎖で、

あるという事実のうちには単独，あるい

は複数の感覚のあることが意味され，そ

れらが独立的に，あるいは，結合的に，

あるいは，連鎖的に存在している。特種

な感覚(例えはI奥覚)， あるいは，複数

の感覚(例えば唆覚と側線感覚)の査定

により，習性に関する研究問題をこれら

の感覚より売する反応にしぼることが出

来る。 流水 J:t1の自己認識において，感覚

問題の布意義な確認の好例としてベニマ

スとマスノスケの降河幼魚が，光と水の

撹乱の欠除のもので，視覚によって自ら

の{立置を認識することが明らかにされた

ことが挙げられる。この知識は魚の誘導

実験に応用され，t[iiJi持魚lを迂同させるた

めに，動くケープ事ルのスクリーンを用い

たが (Brettand Alderdice， 1956)，その

際，習性の問題が視覚に関する問題にあ

てl工めら，hた。

研究の性格を定義するー上で根本的に重

要な点は魚が環績を認識するかf，~かの問

題である。感覚問題を研究する際，環憶

には魚、が知覚 L得るものと得ないものと

のあることを知らなければならなし、。知

覚し得るものとは魚が反応を示し得， し

かも，何らかの効果をもたらすことの出

来る環境のー要素である。もちろん，知

覚L得ない環境に対して魚、は反応するこ

とは出来なし、。大体において，習性は知

覚し得る環境からの撰択の表示であり

(但 L，内部的の駆動が完全でない時の

連鎖行動は例外)， 知覚し得る環境が識

別されなければ，撰択の様相にも，大部

分の習性の根拠にも，病状の現われない

病気の如くに，何の変化もおきなL、。知

覚は底蔽tて Lまうことにも可能である

し，そして，恐らく連鎖反応によっても

転換されるであろう。閣と光のなかにお

ける流水に対する反応の差は習性の日変

化というよりも，むしろ，閣の中の視感

動作の欠除であろう，そして，滝や越j玩

~;l; 1直下の内色の水の効果は一時的の盲目

に匹適するにちがし、なL、。

知覚されない環境の意義は動物がそれ

に対して一定の反応を示すことのない点

にあり，その結果は決して軽くはない。

その例は，われわれが一酸化炭素の市の

ために予期しない死に襲われる事実であ

り，魚にとっても，知覚し得ない環境の

あることは破滅的な効果をもたらすので

ある。酸素の濃度はl直接に感知されるも

のではなく，その欠乏に対する細胞反応

から体内に著しい苦痛が起るだげであ

る。人聞は知覚し得ない環涜の問題を機

械によって克服 Lたが，魚、の習性の研究

では自然が彼らに与えた行航の機械を育

定するのが第一の課題であるn

E.交錯

研究の基盤につき最後に述べることは

掴泌を支配する諸要肉の交錯の問題であ

る。その例として，ストレスX活動性X

習性の円速を挙げるが， Black (1955) 

はサケマス幼魚に械度の運動というスト

レスを与えると，その活動力は減退 L，

同復するには 6-8時間もかかることを

明らかにした，そして，魚の群泳習性も

一時的に消失するという激 Lいストレス

は，例え短時間に与えられても，その影

響は永く続き， この事実は，カゐかるスト

レスは可及的に僻くべきであり， しか

も，それは多種の影響をもたらすことを

意味するわ
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