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木報交はrHMlIl.の水産研究所の年報に載

っていたものであるが，ヨドにして英文で

あったのですしの機会を得Tこっ所がその

いj芥は誌にすばらしく，われわれの参考

になる点も砂くないように見われたの

で，前て.HH訳の~t'tを採った《

本報交の内脊も内科Tごが，自分が特に

感じた処は次の'.)点にあったのすなわち

1.・失跡会規模の極めて大懸りなこと-

立Lの産卵生態の研究に斯くも大規棋な宍

験を計画した研究ーゴ?もTrll'究1;t.ごが， それ

よりもその予算を献って支出した当尚の

考え方に敬服する内今の 1:]本の現状から

はとても想像もつかない。

2. 研究三手去者}百託;f.の熱烈な研究意欲と， 細t蹴設な
観察j態主皮.…….一….日..

好力が続けられたことでで、あろう σ

文京の女I~イ[1H之も立派なこと……これ

だけの長文だが，ほとんど無駄な文字が

ないη これは自分が抄訳でなく，全訳を

試みた所以でもあるの著者の努力を考え

ると抄訳で済ますにJd、びない勺
Gray[ing は~t\50(， シベ‘リャ， アラス

カ，カナダ等lこ産する鮭鰯族の魚で，こ

れに数料がある η 朝鮮の北部， I-fH:;，i[， 

qぬ緑i1:等の上流lこ産するという Thyma-

l1us arcticus jaluensis Mori， (サ Jレキ又

はテウセンウオノハナ〕黒竜江，栓花江

等l乙産するといわれる Thynaliusarcti-

cus grubョiDybowski (ウ才ノハナまた

はカハヒソマス〕等もその 1種である。

Gray1ing は一市立は鮭品等より川、さく精々

;:O-40cm位らしいが，色彩が非常に美

しいことと， lT(iffiが異市に大きいことが

特徴である勺その特異な産卵J生態のため

に文明l乙抗し得ず，ま7こ外来積と生活を

共lこし難いので漸弐減少の傾向にある。

現在多くの地方で、は士t重な釣遊魚として

釣魚家の聞に珍重されているの (fd，lyr~ で

は漁業の対象になってるらしい。)アラ

スカではユーコンJl!およびその支流のタ

ナナ川にいるとのことであるが，減少の

1t話向にあるので Graylingの保存が叫ば

れ始めたようである。

1.納言

Graylingの産卵生態に就て Hed王e1

and Kn空r(1858)は弐の如く述べてい

る。吋雌雄が一対となって迫当な場所を

選定し，その足時で産卵のための穴を掘

り，受精させ，これを砂利や小石で覆

う。、この簡略な記載は二，三の著者ーに

よって引用されているη(Smith，1895 ; 



Alm， 1942 ;等)。しかしながらわれわ

れの知る範囲では，それ以ト細かい Gr-

aylingの産卵生態に関する記載は公け

にされていないη この観察記録のないこ

との一つの明らかな王県出は， Graylingが

水槽で飼養し難いものとして知られてい

ることであるηSmo1ian(1920，)は Gr-

aylingは h斉養根めて困難なり勺と述ベ

ーている。

Graylingは北端典の河川湖消に産す

る，漁業的にもまた遊漁的にも極めて重

要な魚種であるの Graylingの天然産卵河

川の多くは，水力発電工事のために河川

管理の影響を蒙っており，また木材流迭

のために河床は荒廃されている門 Grayl

ingの増殖のために，如何なる環境が必

要であるかということを知りたいため

に， 1954年および 1955年に数日の水槽

実験および天然産卵の観察を行った弓 2

問の水槽実験には Storsjö孔湖~~の Gra

ylingをf定用した勺

1954年の実験には Holleの研究所の

i流水タンクを使用したη この水槽は長さ

950cm， ft1lfi 19Jcm，深さ 70~ lS0r，mで
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愛的の行動を示したが， ~n卵はこのタン

クでは行わなかった《それは Grayling

を Storsjon湖から Holleの研究所へ長

途の輸送をしたために弱っていたためと

息われたので， 1955年には天然に Gray司

lingの棲息する河川に水槽を造り，産卵

期の Graylingを河JIIから取 Eげ， 直ち

に水槽に入れることにした。 Hegledbac四

ken において適当な場所が選定された勺

そこには多数の小JIIがあり， Storsjon糊

の Grayling が 4~5 月乙ろ産卵のため

にこれ等の小JIIに湖 kするの
一つの滝の頂きから木製の樋で水を導

L 水槽の一端l乙供給したの水は水槽内

を通過して水キ替の他端から溢流し，樋l乙

よって再び河川に戻るように造った竹そ

の7k惜は長さ 215cm" 幅 57cm" 深 45

cm，であったの水惜のト部は帆布で葎

い，遠く Fanby吋すから電線をヲ|き水槽

の k部に写真掠影のための電球をつけ

た今水惜内の7killはが~Jllの7kl品とまった

く同様であった勺寒い夜は0.50Cに下っ

たが， 日中は 100Cあるいはそれ以上に

した内通例午後3時ころに最高に注し

あったηその詳細については Lindroth rこ勺
が 1954年に記載している内実験中 7k1架 Graylingはこの Hegledbackenの7JZ

f習では産卵を行つ7ムしかし河川におけ

る天然産卵床における野外観察に基い

て，底の材質司を特別の方法で配置するま

では産卵しなかった川この水槽中で約

100同の完全な産卵動作が観察された内

水槽の上部lこつけた 221同の 500ηγ ト

の電球の強い光は，魚、を驚かすことはな

かった内斯くて K.].GustafsonはGra-

ylingの産卵の総ての動作を示す 16mm

のカラーフィルムで倣影することが出来

た今 7k槽内の観客?とともに Hegledbad王同

en川およびSvardbacken111で，自然の

は約 70cm ，乙 1)j~ち，タンケ内の流速は

0.5mjsョc内外とあった内 L:mdrothの

記載にあるように，水槽の観Isllj室に隣る

部分〔前半〕が深くなっており，この部

分は縦の隔壁によって浅い部分から仕切

ることが出来るようになっている門われ

われはこの深い方の部分のみぞ使用した

が，その底面積は 85X950smであったの

底面を五つの部分に分け，その各々にそ

れぞれ遺った底質材料・…・・細かい砂から

可なり大きい石に至るまでの材料-…"を

入れたηGraylingはすI閥的，筒土的，求
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状態における領土枠["E，および産卵習性 見せ合う極めて壮観な場面{が展開するハ

の観察を行ったの水面.からの大部分の反 21'fの敵対者は相拭んで悦泳しながら，

射を避けるために偏光ガラスを使用した お互の胴を接触させ，背鰭と胸鰭を最大

が，これ等の観察に極めて有用なことが 限に立て，それが最高調l乙itすると，戦悦

分かつたo 1955年 5月および6月に Sv- 的運動を行うのこれは鮭，鱒， イマナ等

ardbackenで 15回， Hegledbackenて5 の求愛の際の戦↑史的運動と同様であるつ

同の産卵動作を観察したの 1回の産卵動 相互側面展示の最高潮期lと速すると，

作じ領土を監視する雄魚の聞に行われ Graylingはその下顎を下げ，白い咽喉部

た数回の境界争いが，これ等の河川でフ を示す。その両側には黒い斑点がある

イルム l乙収められた。 が，これは下顎を Fげた時のみ見ること

2. 威嚇および争闘 が出来る。側面展示中に下顎を下げる動

Graylingの争闘性は，雌雄両性共，周 作は，若い標本にも見られるのただしこ

年にわたって極めて普通のことである《 れ等には咽喉部の黒い斑点はまだ発達し

これは若い未熟のものから，成熟したも ていない「側面展示の際以外にも，欠何!

のに至るまで同様であるの併しながら産 〔口を大きくあげる動作〕の際にもド加

卵期になると，この争間性のJff~皮は，特 を下げる動作が行われる n 序に述べるが

に雄魚、において，非常に増大するの産卵 Graylingやイワナにおける欠仲は，争間

期以外においては Graylingは群を作る 性とか，社会的動作とは関連がない門そ

傾向があるが，その際にも!延々敵対行動 れは屡々突然に行われる内例えば 1尾が

が観察される内(乙れ等の群を観察すれ 休止しておって他の魚の見えない場合に

ぱ，容易に仲間同志の敵対行動を見るこ も行われる内 Baerends& Baerends (1 

とが出来る。〕乙れ等の鮮の内でも，各 951)はCichlidsの欠伸を娯楽運動と認

各の魚はそれぞれ向分内身の場所・…・合IJ めたが，恐らく鮭，鱒族も同様らしい今

えば 1伺の石とか，河底l乙横たわる樹の 相支側面展示の際21'fの敵対者は通例

棋とか・・・の付近を離れない「

それぞれの場所は小なる領土として防

術される内若しも 1尾の Graylingが他

のものに余りに接近すると，接近された

魚は背!路とIl何時を立て，反応を示す内

Graylingは極めて大きい背鰭を有し，こ

の背控訴と胸怖とには，複雑な模様と輝い

た色彩の班点がある η しかるに他の鰐は

J 様l乙日音色を果しているハ侵入者が退避

するならば，領土の所有者は急i激l乙飛び

掛って相手の尾に攻みっし若しも侵入

者が拡げた賄4の展示l乙対して逃避しない

ならば，領土所有者は真直ぐに侵入者の

方へ泳いで行き，ここに正に休の側面を

前進する今「妥々数米前進することがあ

る内流水中では，長iCjを流れに向け，お互

に相手の!協腹を押し合いながら前進す

るのこの運動は道例流れを横切る斜めの

運動となる η 何となれば， ~~い方のffAは
傍の方へ押しやられるからである。斯く

相並んで、泳いで、いる間に 2~の各々は，

他のものを泳ぎ越そうとする n しかして

相手の鼻先きで，流れを横切って反転し

ようとする η 若しもこの示威運動が効を

奏するならば，後の方の魚は押し流さ

れ，下流へ押しやられる今若しまた，侵

入号がこの威嚇運動に堪えるならば，領

土所有者は突然町内敵の方へ曲げ，敵l乙



攻みつくの rl寺としては，攻撃された方が

反撃に ~aる場合があるのするとここに猛

烈な戦闘が起るの 2~の敵対者は相並ん

で運動しながら，お互に唆みあい，押し

あい，激しいt渋閥的運動を行うっ水が、伐
シプキ

い場合は此積の戦いは激しい水繁吹をと

もなうっ

Holleの水槽で3尾の雄と 3尾の雌の

ー行動を 390分聞にわたって観察した際，

相互側面展示は雄同志の聞に 283回，維

と雌との聞に 244同，また雌同志の間に

56 Lul行われた。雄同志の間に行われた

此行動の平均の長さは 7秒であり(l~

22秒)，雄と雌との問l乙行われたのは平

1 

均 6秒 (1-20秒)，また雌同志の聞の

ものは平均5秒 (1~14秒〕であった。

戦闘中の Graylingは相並んで運動す

るn しかしてその攻み方は，まったく急

激な吹みつきである。イワナや鱒l乙見る

ような特徴的な戦闘方式，即ち，互にその

顎で永い問確り吹んで離さないとか，お

互の周囲をク Jレクソレ回るとか，何回も繰

返してお正に尾を吹み合うとかいうよう

なことはない内 (Fabricius，195:-1: Jones 
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& Ball， 1954その他参照〕。

Grayling において背開並びに胸怖が

非常に大きく，かつ美しい色彩をもって

いるということは，恐らく本積が戦闘の

l氏側面展示を行う場合に大きな役割を

果すということに関連して発注したもの

であろう。河川に棲息する魚類は一般に

頭を流れに向ける傾向がある。このこと

が敵を正面から攻撃することよりも，お

互に相並んで、接近することの方がより自

然的ならしめたものであろう。

背鰭と IJ旬鰭は立てるが他の絡は立てな

いという点において， GraylingはWhit-

e五sh(Coregonus)とよく f以ているの

写真 1 (原図の

Fig. 4) 

2 pc:の枝問中の

Grayling k!Í:~\\・

相 η:Wi![ITiIJミ;去を行
L、ながら相以んで

i貯泳L〆 v ごし、あの

Coregonus f出骨らかに泳ぐ場合に，その

絡を立てるが，それが如何なる機能を示

すものかは知られていない。攻撃を開始

する場合の視覚による刺戟の反応は極め

て単純である， 1匹の雄はHegledbacken 

の水槽で。 ~li面の硝子の近くにあった光
度計の動きに対して攻撃を行ったη

3， 戦傑運動の展示

f/;~はこの習性において，水中をîb き GJl
りながら，体の尾部を上方l乙曲げ，すな
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わち児ーをとげて~ =l'ff~1必日制去を最大限に
立て， 1放しい，そして非常に速やかな戦

間的迎動を行弘背鰭と胸時'の立て方は

非常に痘翠的であって，時としてこれ等

の怖は Fig.5(こ見るように，幾分裂f曲す

るの i附主運動の展示は各国最大 10秒間

杭続くのこの行動中魚は応々一時的に休

の中心を失い， iiTe水によって下流に運ば

れる。

i投開迎勤は成魚、にのみ見られ，また産

卵期にのみ起る o Holleの水槽では Gra-

ylingは産卵は行わなかったが，雌雄共

殆と同様にこの運動が見られた勺しかし

Hegledbacl日 nの水槽で‘は産卵も行わ

れ，条件も一見失にノルマルであったn

戦陳述動の展示は，雄では約200国見ら

れたが， nt(rではili.t乙;;ITII見られたに過ぎ

なかったのこれはこのことが，普通には

推の者"1全に属するものであること安示す

ものであるつ

多くの場合， ii定限j五動の展示は，領土

所有が侵入守に対して，攻撃を加えた

l主f去lこ行われる n しかしながらまた屡々

偶発的にも起り雄がその領土に唯1足で

いる場合にも見られたのもしも他の魚、が

いる時は，戦開j主主力を行う魚は必ず幾分

その休を他のil~の方に向ける n しかし一

度弐のようなことが見られた o 1尽の維

がIRT底l乙fflj下!としている他の1J乏の雄f.{l、に

近づき，側面展示の動作を行い，その胴

体を他の魚に向けながら戦開運動を行っ

た打続いて戦出は益々烈しくなり，魚、は

I伐lポili百]展示の態勢のまま流れによって

後方に流れて行ったの Hεgledbackenの

水槽中で恨土防衛，j.1の 1雄魚、を20分間観

察したが，その間関土に侵入して来た雄

1.\\や，未熟の~tlfj~\に対して 48 拘!攻撃を

加え，成熟した~t1f'1.\~!こ 29回求愛し，戦

陳述動の展示を 10同行った。

この同ーの推ft，t，は他の 30分間に， 5戸!

の攻撃と， 22回の求愛行動と， 2回の実

[¥授の産卵行動と，唯3回の戦快進重力展示

の行動を行った。このことから考える

と，戦恨の展示は求愛行動や，産卵行動

よりも寧ろ攻撃的脅陪に属することを示

すもののようである。唯雄魚、がこれを産

卵行動の直前に行ったのを見たことがあ

るということを，付け加えて置し

恐らくは戦慎運動の展示は，多くの燕

雀類の鳥類の鴨戸とか，また例えば鶏箔[

類の鳥類や極楽鳥の雄が示す，美しさを

誇示するポーズ等と同様な機能を有する

ものであろう。すなわちそれは領土所有

者の存在を明らかにし，競争者を恐れし

め， utlf'をヲ11寸げることてるあるのしカ〉しな

がら失のことは強調されてよいだろうの

すなわち，戦の展示を構成するJiffのあ

る・運動，特に非常に速やかな戦限と尾部

を上げる行動は明らかに産卵活動に属す

る所の固定的運動様式であるというこ

と，およびi戦UV{運動の展示は宰白活動と

して為さるる中等強度の不完全な@.~ß活

主力とJ極めてよく妻兵似しているということ

であるつ

4. 領土習'1全
産卵床lと遣すると， 推の Graylingの

攻撃J陀ば益々強く，かっ増進するように

見えるの彼等は 16m2 あるいはそれ以上

にもおよぶ広大な領土を防?おし始める門

彼等は互に離れ離れになり，群は散没に

なり，特別の支障ーがない限り各々の雄i!.¥
はその領土に，少なくも 1週間は辺ま

るの産卵河111(とおいては楼多の領土が]7~

に境を接し，小殖民地を形成する内

領土の最大の大さに闘する二，三の観

察を行うことが出来た内 Hulleの大きな



水槽中には 10尾におよぶ雄f!;ゅよ収存さ

れていたが，それぞれの雄魚が 1個の領

土を防衛したっ H巳gledb込ckぅnの水槽は

その底面積は 215X57cmであって，わ

れわれは最初は楳と小石で一様な底買を

作札上流からド流端に向って多少の傾

斜をつけた。底質がこのように作られて

いた間は，唯1尾の雄が領土を防衛する

ーことが~H;Jたた内 4 月の 14 日から 5 月の
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総てのが、を攻撃し， BはAを除いた他の

訟でを攻撃し，その他のf.¥J，はそれぞれ程

度に随って恭111点的であるつ実際的にはそ

の状態は，時によってははなはだ複雑で

ある。例えば 1~の雌は他の llllt ととも

に，第3の雄を攻撃するのしかるに彼女

は決して彼等によって攻撃されないとい

うような場合もあったからであるつ同様

な状態は領土を防衛する習性を有するあ

29日までの問に，時々 3~4 尽の成熟し る極の魚、を，余りに小さい水槽にらjう場

た雄と数尾の雌をこの水惜の中に放し 合にほ々見られる。 (Fabriciusand G-

7このしかしてこれ等の宗験の結果は市lこ ustafson， 1954参照)。

同一であったのすなわち最初jは総ての雄 5月初日に底質材料の配置を変へた。

が攻撃的の態度を示し，護多の戦闘が行 水槽の中火部lこ，殆と水面に達する程の

われたのしかし数時間乃至数日後には， 小石の山を作り， 7k:H]'を上流と下流の二

その内の 1尾が勝手?となり，水槽の杢部 つのプ-)レに分けた勺上流のプールは下

を領土として防衛し，他の総:ての夕、は水 流のものより僅かに小さかった。 5月30

槽の下ifJe:y'品l乙i良いやられた。唱，ある時

第 2の雄が領土の防衛に成功したことが

あったが，その様子はイ[1Jとなく詐つかな

いような態度であった。この雄“B"は水

槽のと流端にその位置を占め，強い方の

重雄‘官'は水槽の中心部に位置を保った。

Aは時折Bの領土l乙遠足を試みるが， B

はA!乙対して領土を防衛することは出来

なかった。しかし時として水槽の上流部

に泳いでゴミる 2~の雌と，第 3 の雄l乙対

しては攻撃を加えたη そして彼等を，彼

等がA!乙i@_われた時前に集合する水槽の

下流端l乙追い込んだっ時としては流れに

押されてAの領土に入り込むことがあ

る。斯かる場合にはAはこれを攻撃し

て，下流端に追込んだの Bはそこから，

彼自身の領土である土流端にAの隙を見

て泳ぎ帰ったの斯くして魚は一種の啄き

の11民序 (Peckorder強いものから 11民々

に餌をl琢tr)を形成する η すなわち最も

強い 2~が領土を防衛したが， Aは他の

日午前8時 3尾の雄と 7尾のllLffiをこの水

槽に入れた。約 10時間におよぶ一連の

戦闘の後， 1~の維は上流のプー Jレに，

他の 11玉は下流のプールに領土を構成

したの第3の雄は雌とともにド沈端に追

いやられた。領土獲得に成功した 2芭の

維は，失敗終了の 6月4日まで領土を防

街した。時折後等は他の領土に侵入した。

猛烈な戦闘が小石の Bankの頂きを越え

て行われた。

正流の領土は面積約 40X50cmであっ

たが，下流のは 40X80cmであったの土

流の領土を防衛したf.(~ は， ド流のものよ

り可なり大きかった。これ等の実験はそ

れぞれの雄が互に内眼的Kfil¥立し得るよ

うに水槽の底質を配置した場合にのみ実

証することが出来るつこれと同様な事実

は二，三の稀類の魚、lこも良く知られる処

であるの領土の大さを決定するのに，除j

眼的の隔壁が受持つ役割に就ては後章に

述べる。
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領土内において，各々の雄は一定の場 J与えるのこのことは他の数種の魚にも見

所を占拠するのそれは石とか小石の丘と られることである勺例えば Abramis

か，木の根や木材とかの後か，あるいは

斯かる障害物の上流側に形成される，比

較的水の動かないもねぐらャの中かであ

る。雄は彼等の居場所の付近を紡位しな

がら彼の領土を監視しているの雌j維を

聞はず侵入者に対してはこれに敵意を示

して接近し，雄魚、と未熟の雌魚とは側面

展示と攻撃とで追払われるの若しも侵入

者がヒ流側から来れば，真直ぐに流れに

逆って進み，若しまた彼自身より下流側

から来れば，彼は屡々流れにその身を任

せて，尾を先きにして敵に近づく。

敵が現われない場合は雄魚、はその居場

所を離れて，領土の巡回l乙出かける。あ

るいは隣接した他人の領土に入り込む。

そこではその領土の所有者から攻撃され

る。その領土所有者は長い時間の戦闘の

後，彼を彼の領土l乙迫いやる。野外で観

察された最も長い戦闘は 24分間続いた。

Hegledbackenの水槽で 1尾の雄が他の

領土を訪問した。時に，われわれは 26

分間の戦闘を観察した。 2lZfの戦いつつ

ある雄魚が第3の雄の領土に入り込み，

第 3の雄から攻撃されることが屡々あ

る。斯かる場合lこは 3つあるいはそれ以

上の戦闘あるいは側面展示が一時的に行

われるの

Hegledbacken JIlのプールで 25分間

1尾の雄を観察した処によると，その間彼

は22[nlそのf昔場所を離れた勺その内 S

同は侵入して米7こ魚を攻撃し， 6回は領

土巡回に， 2 [illは彼自身の領土の下流側

の隣りの領土への訪問に， 6 [ii]は上流側

の領土の訪問にであった内

隣接領土を胤々訪問するということ

は，好ii史的判性を有するかの女11き印象を

brama井に Janichthysalbonubcs (Fa-

bricius， 1951)等の如き魚、にも見られ

る。乙のことはまた Charにも見られ

る。しかし Baerends& Baerends(1950) 

によれば Cichlidsには極めて稀れであ

るつ彼等は多くの場合，彼等の領土の境

界で止まる n

2つの水槽失験において，時として雌

もまた領土を防衛し得ることが観察され

た。しかしこれ等は維の領土より一般に

小さい。しかして雌は雄程永く領土に逗

まらない。自然の河川では雌の習性を観

察することは困難である勺何となれば彼

等は多くの場合，覆いかぶさった Bank

のドに棲んでいるからである。

最後に領土防衛中の雄が特殊の色彩を

現わすことを述べなければならないの gl，J
体と背中が制色または暗次色を呈する。

しかして鼻端は多くの場合殆と白色を空ー

するの雌の胴体は銀色である。これ等の

色彩は Fig1~ 6および7に示されてい

るの領土を保有し得ない雄は領土を防衛

する雄より温かに淡色である。

5. 求愛ならびに産卵行動

前述したように Holleの水槽で、は産卵

は行われなかった勺また Hegledbacken 

の水槽でも底質の状態を平坦な表面の健

にして置いた聞は Graylingは産卵を行

わなかった内しかし同じころ i~J 川では

2 ~;)の産卵行動が見られたの領土を防

衛する維は~Lj~を攻撃し，彼等をして一歩

も領土内に入ることを許さなかったっ

Svardbacl王enと Hegledbackenにお

ける細特な観察の精巣， tlLffiはj実際の産卵

のi時間にのみ雄の領土lこ入ることを許さ

れるものであることが分った内産卵行動



の合間;こは雌は河岸の覆いかぶさった堤

の下か，石の後か，あるいは他の遮蔽物

の下に度々小なる集団かまたは群を作っ

ている。そして殆と総べての産卵行動は，

砂利の Banl王の]頁きの流れの急な処で，

しかも水深が茂くて産卵中の魚、の背部が

水面lこ見えるくらいの場所で行われる。

Svard backenの Bank とでは，数回産

ぜ卵行動が見られたが，jRJの流れの速さは

41]:秒約0.75m{丘であったη

主

これ等の観察の為された後 Hegledb-

ackenの水槽の底買は，前節l乙述べたよ

うに， 5月?;O日に改造された内水槽の

中央に小石の Bankを造った(これに

よって惜内は上流部とド応部の二つの部

分に分けられた合 Bankの頂の水流は約

0.5 m/s~c. であったゥ小石の丘の ITci と

の水深:ま約 5cmであった。プールの下

流立高には，スk槽の排71<.日に近く， 1架さ

15cm， 1¥1扇35cmの四角い Pit(間り〕

ら作った〔

i協は産卵期l乙速するまで， この Pitの

中に棲むであろうと考えられたのしかし

ながらこの装置はうまくゆかなかった。
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前l乙述べたように 2尾の雄が領土を防衛

し始めたっその内の 1尾は下流側に領土

を保有し，その居場所を Pitの端に定め

たη この位置から彼は雌達を監視し，此:1~

が少しでも動くと攻撃を加えた。その結

果雌はまったく無感動になり，ついに産

卵行動は行われなかったの

6月1日に砂利を沢山入れて水槽の総

べての後墜に沿って，河から採取した石

板石を使って，多数の洞窟の回廊を造っ

たハ乙の装置は成功であった行雌達はこ

のi[li]窟に入り，堆からは見えないために

攻撃されることはなかったゥ彼等は産卵

の準備が完了するまで孔から出なかっ

写真 2 (原図の

Fig.7 ) 

産卵動作を示すっ
前方は雌;魚で，後方
の半ば陰れているの
は雄魚である。雄は
その背鰭で雌をしっ
かりと把んでし、るう

雌は口を大きく開き
尾部を曲げこれを激
しく運動させて尾部
を砂際中に沈める。
砂礁の跳ねとげられ
る状況に注意っ

7こ勺産卵の準備が完了したということ

は，特殊な合図の姿勢によって示され

る。

最初の産卵行動は孔が構築されてから

6時間後に見られたっそしてその翌日か

ら多数の産卵行動が観察された。これに

よって Hegledbackenの水槽では， 産

卵l乙関する極めて細密な観察を可能なら

しむることカ'~H}fミ7こ《
足早1;準備完了の雌達は非常に攻撃的な
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態度を示す今彼女達は他の雄やuLlr述を攻

撃するつそして屡々砂利の Bank頂き

に進み，そこに居を占めたj般に近づく今

雄が彼女等に近づくと，校女等はその背

怖と IJ旬!犠を~て，側面展示の態度をと
るのそして多くの場合判となり，結局雌

述はi且在、はれて孔の中に逃げ込むミっ

若干時間後成熟したliL1U主はやや攻撃的

でなくなって，雄に近づきー奇妙な態度を

示すのすなわちî~部を曲げ，背怖を垂れ
る今この態度は雌のイザナが栄の位置を

叫す時の態度とよく似ている内しかしイ

ワナと違って似tの Graylingは，旧宗的

態度で底部をi永ぎ色]るのではなく，堆の

方へ近づいて行し彼女の準備完了の態

度を見ると，雄の次世i主は抑圧されるよ

うに見えるの彼女に近づき，攻撃の場合

の側面.展示と同様に，その胴体を彼女に

示し，干;zを細かに長わす勺しかし彼は背

f尚一と胸怖を立てることなく，また彼女を

佼u'こともない勺これは明らかに雄の求

愛行動である η 多くの場合最初にこのこ

とが行われた時，雌はすり耽けて遁れ

るのしかし間もなく Bankの上に止まる

ようになる。しかして産卵行動がりlおむい
て行われる。

雄の身民いの強さは益々 i2~ しくなり，
ついには急速な震動となるのその問堆は

その背協と胸時を最大限度にか;げ，それ

を側面に傾け，此iiの背部をそのE大な背

時と背部の一部で混うっ彼はまたその体
の尾の部分を側方に曲げ，彼女の尾部を

とから交叉させるような態度を採り，彼

女をM底に押しつける勺この態度によっ

て2芭の魚、の休はX字状になり，鮭や怖

やイワナ等が産卵の際堀を掘る場合のよ

うに，雄は休を側面的l乙屈曲させて S字

状となる η それとともに底面にJ妾近して

やや水平的杭置に似たれているその尾部

を力強くパタパタと動かす内雄は背怖の

荷台部でtlLlioの背陪の首Ii部をf併:りと↑17も抱き

しめる如くに押さえ，その後部で雌の背

怖の前部を覆う。このことから堆のE大

な背時一は，側面展示の際の標識であると

ともに，産卵行動の際の抱j究者5官として

の二重の機能を有することが分かる門

雄が斯かる行動を行う聞に雌もまた戦

t~l~ し始める。彼女は背陪と胸控訴を立て，

奇妙な態度を示す。彼女はp;;:を胸慌で支

え尾部を銃く背腹方面に屈曲させ，学7怖
をjRT底iこ圧迫するつその際彼女の尾と体

のが[部は11)1上げられるの Fig7に見るよ

うに， その態度は雌のイワナや Brown

troutが一定の場所に辺まる (Anchori-

ng)場合や，産卵の際に取る態度と極め

てよく ji兵似している今 しかし Grayling

では尾柄の屈曲がさらにはなはだしい。

雄の抱擁動作は雌が背鰭を極度に立てる

ことによってさらにやり易くなるの

この態度において雌は激しい戦白171j出動

を行うっその結果恰も蹟孔機のような作

用によって彼女の尾部は砂利の中に沈下

する今屡々Jl日鰭が砂利の-F!乙淡する位沈

下する勺彼女は尾柄をさらにさらに曲げ

るのついには足柄が真直ぐに正を向く仕

になる勺彼女の運動は石を跳ね上げる牧

に強くなり，水が浅い場合は産卵中の2
尾の上lこ水繁吹を見ることが出米る。こ

のことはフィルムを作るに当ってわれわ

れに幾多の困難を与えたのイロjとなれば水

槽の上部の電球が産卵中の Graylingに

よって起きれる水繁吹のために破裂する

からである。
』昨の体の長動と雄の尾部の)lli動のため

に底i[!J:-は弛み，雌の尽部は深く隙中に淡
し，同時にt協の尾怖によって起ると向水
流のために，弛んだ底買が跳ね上げられ
る状態は看る人に強く印象されるの
震動Jlli動と足柄の屈曲が最高潮;こ達し

たl増， ùL1~はその日を大きく聞く今しかて
数秒間関いたままでいる。このことは雄
l乙才 Jレガズムを誘発させるための一つの
刺戟を与えるものの如くである勺数秒後



雌は大きく口を聞き，堆もまた突然日を

開く。しかして同時の才ルガズムが 2"[i_C

の魚に起る。急激に休を曲げて，雄もま

た背腹方面l乙銃く屈曲し，尾柄を上げ

る。 2匹の配偶者は相並んで屡々少しく

後方にすきりながら，彼等の生殖孔を深

く下げ，その性的産物の一部を放出す

る。時としては精液が明らかに認め得る

が，卵は見ることは同来ないη 何となれ

ば雌の休の幹部は深く砂利の中に陰れて

いるからである今すでに述べたように両

性ともオルヵγごムの際は鮭や鱒やイワナ

のように日を大きく開く今しかし t惟の

Graylingの口の聞きは数秒間続くが，

雄は真の才 1レガズムの降間にのみ，僅か

に1秒の数分のー聞くに過ぎないの恐ら

くは雌は彼女が口を聞くとともに，雄が

射精する-wn乙，その卵を放出するもので

あろうと思われるが，その点は明らかで

ない産卵行動の前または後に二，三の不

完全な行動を行うことが島々見られるの

20聞の産卵行動の時間を測ったが，その

平均は 14秒 (6~ 23秒〕であったの比

較的永い時間の産卵行動の間 Grayling

はその敵を見ることは出来ないの人が近

づく乙とも，網を投げて彼等を捕えるこ

とも容易で、ある〔

オルガズムの直後彼等は彼等の体を真

直ぐに仲ぱし，河底からもまたお互から

も離れる内その後多くの場合雄は雌を攻

撃する今この攻撃にに遭うと雌は速やか

に何等かの被覆物の下に遁れ，雄は独り
領土に残る今時としては雌は雄の攻撃に
堪えて秒利のjてに残るの一連の恐るべき
戦と側面展示とが引続いて行われる弓若
干時間後雌は再び準備完了の態度を示
すの彼女は背部を曲げ背絡を垂れ，同ー
の雄または他の雄に近づき産卵行動を行
う今極めて成熟した雌は，他の雄l乙攻撃
された時ですらも，準備完了の態度を持
続するの

6月2日 Hegledbackenの水槽で 72
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聞の産卵行動の時間を淑IJった結果による

と，ーたの行動までの間隔は←γ均雄では

13.5 分(l~74 分)，雌では 16.3 分(l~
56分〕であったっ

上述した行動の経過はがTの中ゃ Hegl-

edbackenの水槽の中で行われた産卵行

動で見たものである勺しかしながら二，

三の例外もある勺極めて稀れな士号〆合{乙，

lぽがi合もイワナや鯨のように，雄の直前

で雄がまだ近づかない内に戦。12!を始め，

f管制の態勢を採るのを観察したっその時

維は矢のように雌の傍に走り寄り，引続

いて産卵行動が行われる。これ等の昨l土

産卵l乙対する何動が最高潮に達していた

ものであろう内そしてそれ等のある場合

に，雄が直ちにKtjH乙近づかなかったの

は，敵との戦に専念していたか，あるい

は他の雌に求愛していたことによるもの

であろう。

Hegledbackenの水槽では 2"[i_Cの産卵

期の維は，礁の Bankの rJこ位置を占

めていたのそれ故雄とKLlr.は彼等が相互に

近づいた時すでに産卵に最も適する底白

の場所にいるわけである内天然の産卵

床， 特l乙Hegledbackenにおいては，

領土防衛中の維の居場所は多くの場合小

石から成った底買の場所ではない内成熟

した雌が準備完了の態度を示し，上のよ

うに雄の領土に現われると，彼はその牧

置をすて，彼女に近づき，次で彼等は相

並んで，その体側面を震動させながら礁
の Bankの方へ泳いで、行き，そこで産卵
が行われるηBankt乙達するのに時とし
てが02mも行かねばならぬとともある η

小石の Bank の方へ泳いで行くのに雌
雄いずれの指示によるかは不明である勺
Grayling による産卵床の選定に関して
はさらに詳細な研究が必要で、あるの

産卵の行われた地点を検査する場合，
時として径約 5cm，深さ約3cm u't:の果
ヲL(Nest pit)を見出すことがある《し
かし多くの場合には小平1の平明な表両以
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外には何物も見出し得ないの卵は表面か

らは見えないのしかし石や小石を取除く

とその Fに約4cmの深さに埋もれた卵

を見出すことが出来るの産卵直後には卵

は傑かに石i~と付差するが，間もなく粘着
性を矢い，りl続いた産卵行動によって底

坑が児乱された時に卵は水流とともに運

び去られるのしかし大多数の卵は小石の

中に沼まる。斯くて数日間の激しい産卵

の後 Hegledbackenの水槽の広い小石

の Bunl王は Graylingの卵で一函に蒔付

けられた。とのことはがT中の最もよい産

卵!択でも同様であったの Svardbacken 

でも多数回の産卵行動の見られた場所

で，大量の卵を集めることが出来た。細

かい日の網を下流に保持しながら，Bank 

tの疎をHU'I'すると卵が現われ網の中に

Jiliばれる内

ltf;の産卵活動の行われる期間の長きは

10時間乃烹 3日である内 Hegledbacken

の水~i自では 2 1&の堆は 4 日間産卵行動を

行ったが，河川ではある雄は約 1週間毎

日産卵行動を続けたっ 1 昆の;~~'1.の行う産
卵行動の回数は魚、によっても違うが，雌

では 18[tIJから :-)4凶であるハ Hegledba-

ckenの水f昔で試験した 21&の雄の内

“A" の雄は 78同の産卵行動を行った

が，その内 60回は 6月2日唯1悶に行

われた、“B"の雄は 23聞の産卵行動を

行い，その内 10回は最も盛んに産卵を

行った 6月2日に行われたハ

雄同志，並びに雌同志の聞に二，三の
向性的産卵行動もまた観察された門雌同
志の場合は 1匹の雌は体の側面を普通の
維が産卵行動の際に行うように他の雌の
上ーに傾け，その際相手方は雌の産卵行動
を行弘雄同志の|僚には一方が他方のと
に覆いかぶさり，戦↑JI!しながら休を相手
方の方へ押付ける。相手方もまた強き戦
悼を以てこれに答えるのしかし払手方は
普通の雌のやるようにその紅門部を深く
小石の中に沈めることはない。

斯かる同性的の行動が完全に遂行され
るものであるかどうかはわれわれには知

ることは出来ない今何となれば性的産:陶

が見られないからである。併しながら魚

の運動は極めて活発であり，普通の場合

のように小石は跳ね上げられる勺小石の

跳ね臼ずられるのは栄を掘るために役文

つ普通の雄の産卵行動を行う相手方の活

力旺盛な活動の結果であらねばならぬぺ

多くの場合向性的産卵行動は 1匹の魚

が河底ーに静止しており他の 11&が側面展

示の行動で，その体側面lを震動させなが

ら近づいた時に他方がこれに答える乙と

なく立去って了った場合に起る内その時

体側面の震動は益々激しくなり，その積

極的な方の魚の態度は求愛並びに産卵の

態度に変る n このことは恰もイワナや

brown troutや大西洋鮭や河鱒に就て見

出したように (Fabricius，未発表〕河底

に静止しているその状態が Graylingに

ある種の視覚的の刺戟を与え，乙の刺戟

によって求愛行動を起させる機能が誘発

されるもののようであるつこの機能に関

しては雌もまた雄の側面展示の際行うよ

うに踏を立てるのを見ると刺戟を感ずる
ものであるらしいのイRJとなれば彼等は何
回も攻撃されあるいは威嚇されでも猶且
つ雄に近づくからであるのまた雌は雄同
志の激しい闘いや，相互側面展示に駄力
を感ずるものなることが観察されたっ
産卵行動の際，卵を砂礁の Bank~乙埋

めるということから，雄の領土習性の機
能がある程度分かるように思われる。領
土を防衛するということは，明らかに
出米るだけ多くの Bank~乙産卵場を拡げ
たいという作用を持つものである今何流
で流された卵は Graylingによってもま

た恐らくは他の食害者によっても食害さ
れるつもしも余り多くの Graylingか 1
つの Bank~乙産卵したならば，以前の産
卵場は引続く産卵行動のために撹舌しき
れ，このことは卵の浪究を意味するであ
ろうの




