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鮭鱒稚魚の餌付時に於ける

餌料の外観的特徴の意義
U. A.ラノf ス

員jや鱒を集約的に飼育する際に起る大

きな難点の」つは，魚t鱒による人工飼料

の伺取りが思いことである。餌替によっ

て鮮や鱒が，ある餌から他の別な餌へ移

る場fT，渋々移ることはよく知られてい

るη 特に予め天然伺料で、餌つけされた場

台は，人工偶料に慣れるのに時間がかか

るの鮮や鱒の餌つけの効果を改苦‘するた

めには，その餌とりの度合が，投与され

る簡の如何なる特性によるものであるか

明らかにする必要がある。遺憾ながら，

現在のところ，この問題は充分知り尽さ

れてはいなL、。文献中には，鮭鱒の餌取

りの度介11，味と香と¥I主んで偶の外観が

影響するということが倖かに報告されて

いるにすぎない。

鮭鱒の稀魚，特に河鱒は!氏に横たわっ

た動かない開を渋々食べる。従ってそれ

らに飼っけする際は，水中で簡を嶺廻す

ための，色々の方法を構ずる必要がある

ことが確かめられた(エレオンスキー

1946)。
獣魚の挽肉で飼育された虹鱒は，赤色

で着色された小麦粉の小球を好んで食べ

るが，他の色で着色した同じ小球には反

応しないことが観察された(ボリフ及び

ウオレス 1958)打

1956-1958年の間，ラトピヤ共和国の

訳大 屋 善 延

トメ養魚場において，われわれは鮭や鱒

の稚魚、の筒取りに，簡の外観が如何なる

影響を示すかを明らかにするため試験を

行った。試験の大部分は養魚池または木

製の樋の中で，牌臓，コルマリン(KRT)， 

魚、の挽肉及びオリコ'フエツトで 2乃至 6

カ月飼育した，バルチック海の鮭Salmo

salarL.の当歳魚、で‘行われたの

餌入の色彩の影響については，同じよ

うにして牌臓で飼育された 5ヵ月目の虹

鱒 Salmoirideus Gibbonsで試験が fi

われfこO

魚による総ての試験では， 0仕単に外観

的な特徴-つ一つについてそれぞれ差異

のある鰐，例えば色彩の点だけだとか，

動くとか動かないとかし、う点だけで、差異

のある餌が与えられ， また同時にその他

の特徴，その中には近づき易いことだと

か，味だとか香などがあげられるが，こ

れら総ての点でそれぞれ差異のある簡が

与えられた。

ほとんど総ての試験では，色々の色彩

に色づけ Lたり，あるいは色々の形に L

た動かない餌を用い，餌取りの度合につ

レての比較が行われた。

魚が沢山飼育されている義殖池で実施

された別の試験て、は，若干の擬餌(大き

さ色彩の医々な球形及び円筒形の擬餌)



を吊 L，特別に及計された電気的な計器

で，各餌に対する魚の反応、を自動的に記

録したの最後に，二三の式験では，水槽

中で子め，人為的に色々の色彩に着色し

たりあるいは可動性ヤ大きさ往どの異っ

た，等監の01}料物質からなる凶行物を投

与しておいたf去の円内得物が研究され

た。

上記の各種試験の結果，供試魚の開に

対する反応の度合には，需の可動性，大

きさ，形，色彩など，餌料物質の外観が

影響するということが分った。

餌の可効性。 シムリード， ヒロノ

ミード，ボドニーオシリクの生きたもの

や，熱して殺 Lたものを鮭鱒に与え，われ

われは次のことを明らかにした。すなわ

ら間つけの刈初から秋まで，生きてい

ない餌〔牌臓及び挽肉)で飼育された魚さ

え，同質の動くものを撰択掠l喰し，水中に

浮排している物買や2 池氏をf初旬する動

物を撰択捕喰することを明らかにした。

人工餌料で飼育された魚が，先天的に，

動く物質に対し反応することは，魚が天

然水面に放流された際，その後の生活に

重要な意義を千jーすることは疑いない。

餌の大きさc 南t鱒の当歳魚は，生

きた生物，あるいは色々の大きさの動か

ない餌で餌つけした際には，食べられな

L、擬餌の場合と Irjj様，ある一定の大きさ

の物質(自己の体長の約 O.07~O.09 倍

の長さの〉を選ぶことが観察された。

従って，獲物の大きさは，魚、の長近に

影響を及ぼすばかりではなく， 1，'なの{耳に

対する反応の!主fTにも影替を及ぼすの

間の形。 人工(;刊l(Ijl平臓)で飼育

された鮭鱒は， <<微 ýf-;'な》形のÍ'~fを好む

ことを示Ltこわ球形の同は，円筒形の伺

よりも魚、を引っげた。しかし帽の広い円

筒形の餌は，幅の狭い円筒形のものより

も魚、を引つける。

伺の色彩。 すでに強調した如く，

われわれは鮭鱒の，伺料に><，jずる反応庭

介に及ぼす色彩の影響に肢も大きな注意、

を向けた。各種の色彩で色ずげされた伺

料で飼育された魚は，色々の色彩の餌料

を撰択するということが確認された。白

色のオリコ、ヘットで飼育された魚は，投

与された餌料の中，全く明るい色彩のも

のを撰択し黒色に対する反応は全く引

かった。赤色及び褐色の餌ClN'臓， コル

マリン)で飼育された魚、で、は，赤色の(n(

に積極的な反応を示す。その他の色彩で

は，これらの魚、は，特に赤に近い色彩を

撰択する。魚は黄色， 吊色，白及び黒よ

りもオレンジ色を好み， また後売の色彩

に対する反応は，緑色，空色に対する反

応、よりも強L、。任意、の背景の下では，た

とえこれらの餌が見にくいような背景の

下でさえ，魚、は慣れた色彩の簡を好むこ

とが分った。

このように，赤色で慣らされた魚、ほ，

唯単に緑色または灰色の背景からのみな

らず，赤色の背景からい灰色または緑

色の餌より，遥かに赤色の問料物質を好

んで摂取する。

一度，魚、に，日の色彩に対する反射条

件が作られるや，それは可成り強固なも

のとなるようである。ほとんどの場合，

他の色彩に着色された簡に餌替した後で

も， 7-8 R聞は先の色彩に対する反射

が持続した。一定の大きさや形を抗たな

L、wv臓のような，如何にrfVJかん:~ 、伺で

も， この間で飼育された魚は，相当の距

離からでも， "Ciてに，その特徴的な色彩で
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それを識別するようである。

これらの仮定は，牌臓で飼育された鮭

及び鱒〔他の餌で飼育された魚、と別に)

が，任意の赤い物体または赤い光線にさ

え引寄ぜられるということから確認され
可鴨

，~。

赤いセロハンの光線フィルターを置く

ことによって，水槽底面t-Jこ投影された

影に魚は町集したが， しかし黄色及び緑

色の光線フィルター，あるいは不透明な

物体からの影には全く反応しなかった

〔第一表〕。陪閣の中では， 鱒は同時に

小さな赤色のランプ，あるいは，それに

よって水槽氏面に反射している光線に引

つけられた。

牌臓またはコルマリンで飼育された魚

の，赤色を撰択する条件反射性が， これ

らの魚が，他の色で着色された動かない

餌料(例えば淡灰色をした魚の挽肉，あ

るいは白色の凝乳〉を利用する効果を著

しく低下させる原因であるということを

推定することが出来る。

われわれは赤色光線で照明しながら，

これら餌料の餌取りを高めることを試み

た。この目的を達成するため，水槽内で

鮭や鱒の当歳魚、に，同質問量の挽肉ある

いは凝乳を，同じ条件で懸垂された二つ

の簡入の kで与えた。その餌入の一つに

は，その上方で浮子によって固定した赤

色の光線フィルターで影を作った。覆の

ない他の餌入の方は対照とした。

この試験の結果は第一表に紹介されて

いる。第一表に見られる如く，赤色光線

によって，魚、の挽肉及び凝乳での鮭及び

鱒の摂何度を著しく IdJめることに成功し

た。間入上方の赤色の光線フィルター

は，明るい太陽光線で特に的確な効果を

現わした。フィルターで餌入の一部だけ

を覆うと，赤色の影が落ちた側の餌l主全

く迅速に食い尽された。挽肉や凝乳によ

る魚、の摂餌は，赤色光線の代りに染料

《中性紅》を混和し，餌そのものを赤色

に着色した場合も，同じように高まっ

た。餌の色彩には対する反射条件と関連

して，魚の摂餌の度合には，餌料と背景

の聞の，光と色彩とのコントラスに対ーす

る反応が影響する。

白，灰色及び黒の背景に，同じように

暴された鮮明な色彩の餌料物質と，暗い

色彩の餌料物質とに対する魚、の反応を比

第一表

|一回分料!実験
fるにるフMん色入平ィよ均光のルる線彰創時列I を同食日いわ終魚種 餌料|の餌|

重(g量)|i回数 対照区

鮭 挽魚の肉 11 10.0 19.4 

虹鱒 凝乳 25 9 7.6 12.3 

較しながら，われわれは次のことを確め

た。すなわち，魚は，総て明るい色彩の

餌(凝乳，挽肉〉を淡灰色または白色の

背景から好んで取ろうとする。これに反

して，暗色の餌料(血粉，牌臓， コルマ

リン)を，暗灰色または黒色の背景から

最もよく摂る(第二表参照，研究シリー

ズ 1-4，)。

このようにして，魚は非対照的な背景

よりも，対照的な背景のもとで，無条件

に餌を認識出来るにもかかわらず，対照

的な背景から餌を限ることを避けること

が分った。実験中の魚、の行動を観察しな

がらわれわれは次のことを認めた。すな

わち魚はしばしば背景と対照的な色彩に

色ずけされた餌を攻撃iiHr換したが， しか



L.その餌に対する前泳持近の度合は弱

く，ほとんどの場合，はっきり返転し側

えそれた。

このことはおそらく，色彩的に背景と

著しく IJL'51]される物質は.魚、に防禦反応

をl呼び起すものと解釈される。さらに観

察しながら次のことを知った。すなわち，

第ニ表

No i 魚の実I~~^I 魚の〈攻撃〉数
験前の|実験| α 

支持|餌の色彩|空腹持| 目E事雇屈町一
こえ1.. -.- 1続時間l数 l景のも|景のも15十

1 (時)1 とではで

1 I 白 10-51判 90.31 9.71100 

(凝乳] ll l 淡 )κ 色 1" ，，1 '1oLI 0" LI 1 0-51 2361 80.61 19.4' 100 !C魚、の挽肉)1V ./1 L-'vl uv. VI 17."li 

3 1陪赤色 I0-51 3581 26.8: 73.21 k牌臓)10- 51 3明 2叫 73.2l100 

|陪褐色 1" ，，1 "，，，1 '1" 01 !， 7r.lliÂ~.~\1 0-51 4601 29.81 60.2i 100 IC rnl粉の煉)1v .... '1 -ruvl L/. ul uv. Li 

5 I 同 124-301 叫ぉ.o!mL100

JfO'市に飢えた魚、は比較的恐れずに留り，

そうしてより対照的な背景からも餌を慎

ろうとする。このことは特に，第二表に引

用された最後の実験シリーズ (No5)の

結果を裏づけしており，空腹な魚(比較

的満腹Lた魚と異り〉は対照的な白い背

景から，暗色の血粉を好んで捕喰するこ

とが明らかになったの餌料と背景との色

彩的なコントラストは，おそらく，明暗

の対照よりも魚、を驚かすことが少ないよ

うである。

暗赤色の牌臓は暗灰色の背景(色彩に

関しては巌も対照的ではあるが，明暗の

点では余り対照的ではない)のもとで

は， よく摂餌され， また色彩的には余り

対照的でない赤または革色の背長のもと

での摂簡は悪く，同じく明暗の度合が最

も対照的な向い背Eそのもとでの摂伺は悪
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し、。このことは第三表から明らかであ

り，同表には色々の色彩の餌入に供与さ

れた牌臓の，魚による摂餌の度合の比較

が表示されている。

背景が餌料の消費度合に及ぼす影響に

ついての，総ての観察結果から次のこ主

を推測することがItl来る。すなわちこの

影響は色々の要因によって制約される

が，中でも最も大きな役割を，

1)対照的に色づけされた物体に対す

る魚、の防禦反応及び

2)供給された餌の認識

が演じているの

第三表

自 色

:!!Jミ 色

オレンジ色

黄 色

総

?'g 

最高に対する 100分比で
表はされた平均摂斜量

養魚池内(樋 内
(砂質の池氏上) 1 (底は黒色)

31 35 

39 6 

45 8 

55 11 

66 77 

49 29 

青色 57 1 47 

蔓色 35 9 

陪褐色 100 1 67 

灰色 57 1 85 

黒色 84 I 100 

実 験 数 | 1575  

餌の外観に対する反射とは別に，魚に

は，一連の環境物質に対する条件反射が

作り上げられ，中でも特にその餌っけに

よって作り上げられるO このように養魚

池中で飼育された魚には，餌付場所に対

する条件反射や，魚が餌を取ることが出

来る様に吊垂げられた餌入の外観に対す

る条件反射が作り出される。餌入を水面
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上に投入れると空腹な魚は水中から跳躍

する。若し魚を他の養魚池に移し，その

池で，魚に馴染の深い餌入を見せると，

魚、はたちまち餌入の周聞に蛸集する。こ

のように Lて，観察の結果，鮭や鱒には

与えられた人工飼料の外観的な特徴に対

する確呼たる条件反射が作られることが

分ったの

魚、を一つの伺から他の餌に餌替する

際， 早くから与えていた簡と外観的に類

似したものを加えることで，新らしい簡

の餌とりを著しく改善することに成功す

ることは確実である。すなわち一定の色

彩の餌で飼育された魚の餌取の度合は，

以前の餌と同じ色彩で色ずけした餌を与

えることによって高めることが出来るの

過去の文献資料並ひ、にわれわれが実施し

た観察結果に基き，早くから与えていた

伺に，新らしい餌を逐次混入して，魚を

事Tc) 1い伺に慣らすことが出来ると考え

るη

その{也場合によっては，過去に魚が慣

らされて米た伺の色々の外部的な特徴，

例えば色彩(調餌に判り無害な料理用の

色素を用いるか，あるいは色彩光線を利

用投下するとかで)， 形や粒の大きさな

ど，それぞれ目的に応じ直接模倣するこ

とも考えられる。すで、に述べた餌料細片

の可動性の問題と並んで，その餌の大き

さも非常に大きな意義を有する。従って

われわれは，魚、の好む大きさの粒状に調

餌された間は，令:く同質の鰐で塊状に調

餌された餌よりも，より一層捕I換される

と考える。もちろん粒状に伺を調餌する

際にも，魚、の最も好'，ts獲物の大きさは，

魚自身の成長に伴ってj教大するというこ

とを考慮に入れる必要がある。

最後に，全体的な供餌の環境に注意を

向ける必要があることは今さらいうまで

もなL、。水を全然濁らせないように，人

工餌料は，養魚池の一定の場所に吊され

た餌入か，あるいは餌料小卓上に置餌と

して与えるべきである。稚魚、に餌付する

際に餌を塗布する素焼製の餌入鉢や，伺

ねLを着色する場合，同時にまた稚魚を飼

育ーする樋の内側上方を着色する場合に

は，明暗の点で魚に与える侍とあまり異

らない， しかもそれでいて色彩的には仰

と異るような色を用いる事が望まL¥.、。

赤および褐色の餌(牌臓，挽肉， コルマ

リン)で魚、を偶づけする際には，背景は

暗緑色または黒色に彩色すべきであるσ

淡灰色および白色の人工飼料(凝乳，魚

の挽肉)は，淡緑色あるいは灰色の背景

のもとで簡取りが最もよ L、ように思，j，J7 
るr，
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