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(2) 

6. 雑婚的配偶関係

鮭や鱒やイザナは一度対を為した場合

は， もしも他から妨害されない場合は，

雌が卵を産み尽くす迄決して離れないの

時として起る一夫多妻の場合は，一つが

終ってから弐と代る“succesivetype" 

であるのに，産卵中の Graylingは全く

White fishのように完全なる乱婚であ

るの

Svartbackenで観察された処による

と，領土防衛中の雄魚は或る時は或る 1

尾と産卵し，また或る時は他の 1尾と産

卵を行う内また Hegledbackenでは雌

もまた全く乱婚であることを観察したの

6月3日に Hegledbacken において吾

々は 2l2fの雄の領土を注志して観察し

たn これ等の領土は滝のすぐ下にあっ

た内 2つの領土は 1つの小石の丘で分離

されて居た行丘は河の中央l乙流れの方向

l乙横わって居た。丘は水面l乙達して居た

がその E流端が切れて，そこに開口があ

り，これを枯木の枝が部分的に覆って居

たのこの間口部を通じて時折雄達は他方

の領土に入込み，猛烈な戦いが闘かわれ

たη 吾・々は左方の領土の雄を“A"，右方

のを“B"と呼んだの午後2時 30分 1匹

の雌が下流側から Aの領土に入って来

て，領土の中央部の砂礁の丘の上で産卵

行動が行われた内産卵行動が終ると彼女

は雄Aの攻撃を受け，大きな砂陳E:の開

日部を通じて逃げ込んだm 彼女は数分間 t
そこに留まり，覆いかぶさった木の枝の

下に静止して居7この午後2時 36分彼女

はBの領土に入り， Bの雄と産卵を行っ

たの間もなく Bは彼女を攻撃し，彼女を

下流側の領土外に追い出したの彼女は石

の陰に 3時35分迄休止して居7こが，再ぴ

Aの雄の方へ泳ぎ上り Aの領土内でAと

産卵行動を行ったの言たで彼女はAI乙追わ

れて Bankの関口部から Bの領土内に入

り込み，雄Bに攻撃されたの Bは雌を攻

撃する際Aの領土に入った内ここに 2l2f

の雄の聞に猛烈な戦闘が始まったの間も

なく Bの雄はその領土に帰ったn 雌はA

の雄に近づいたが，その時第2の雌がA ~ 

の領土に入って来て， 2l2fの後に進み寄

ったの彼女は第1の雌に攻撃され， Aの

J雄ーはこの戦いつつある 2l2fの雌を攻撃

し，彼女等を領土外に追ゃった。彼女等

は下流側に去ったがしかし午後3時 13

分に第1の雌は再ひす吊って来て，今度は

Bの雄に近づき彼と産卵を行った内産卵

行動の後第3の雄がBの領土l乙侵入して

来てBの雄に攻撃されたの彼女は2匹の

雄の聞に行われた猛烈な戦いに恐れを為

して逃げ去った。約45分間の観察中彼

女は隣り合った領土防衛中の 2l2fの雄の

1方と 2回，他の 1方と 2問産卵を行つ



たn

Hegledbackenの水楠中でも同様な観

察が為された。 6月2B恰も産卵が最盛

季にあった頃ゥ 2~の雄“A" 及ぴ“B"

が領土を防衛中であり， 3~の成熟した

雌“aヘ“bヘ“c"が水槽に入れてあった。

その外に 3~の雌が居り，乙れ等も時々

雄l乙近づいたが，翌日迄産卵は行われは

なかったの Aの雄は砂楳丘の上流i乙領土

r を守り，相々狭い領土を守った雄Bは丘

の下流に居った。 6月2日雌aは雄Aと

17回産卵し，雄B と2回産卵した。その

間雌bは雄Aと9回，雄B と8国産卵し

たの雌cは34回産卵したが唯雄Aとの

みであった⑦最も多夫的な雌bは2lZ!!の

維と交互に産卵した内唯 1尾の雄とのみ

産卵を行った雌cは驚く可き例外という

べきものであったの彼女は配偶関係の際

雄が攻撃しても決して逃げることなく，

雄の領土に留まって居るという雌であっ

た門真の夫婦関係らしいものもまた見ら

れたの雌cと雄Aは砂牒丘の上l乙相並ん

で居り，雄Aは他の雌が来ると，雌cl乙

h，対するより激しく攻撃したのしかも雄A

は時折りこれ等の他の雌とも産卵を行つ

Tこう

6月1日から 6月3日迄の聞に雄Aは

6 匹の雌と，雄Bは 3~の雌と産卵を行

ったn 雄B と産卵を行った 3~の雌は，

雄Aともまた産卵を行った内雄 Aの後

l乙，彼I乙近づこうとして，成熟した雌の

列が作られる場合も!蛍ノヤ見られた。彼は

これ等の雌と交互に産卵を行ったの時と

しては 2~の雌が同時に雄の両側から押

しかける乙ともあったの

Grayling の産卵行動は県色官烏や，

淡水産鑑や，或る種の多安的の鳥類
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“Leks" 等における行動と相似たものが

ある。彼等は雌が交尾行為を行う際のみ

訪れる小領土を防衛するの既に述べたよ

うに Gray~íng の雄の戦慌の展示は，こ

れ等の維によって示される誇示動作l乙比

較し得可きものであるn

7. 産卵中の Graylingの活動力の日

中変化に関する 2-3の観察

1955年の 5月25日から 6月3日に至

る間吾々は HegJcdbacken において，

長さ約23mの区間で領土を防衛して居

た9匹の雄の動作を観察した。これ等の

雄は深夜には領土を棄てるが，毎日多く

は午後に再び領土を占領する。午前8時

には領土内に1尾の魚、も見られないが，流

れに横たわはる若干の流水のあたりの流

れの幾分続い場所に 2，3の雄が静止して

居るのが見られたの最初に雄が領土l乙現

れる。のは通常9時から 11時の間であっ

た。正午から午後 1時頃迄の聞には大部

分の領土は雄によって再び占領される。

しかし時としては総べての雄が領土に入

ってからでも午後4時頃迄占領されない

場合もあるの水槽の中でも午前中は魚は

比較的活動力が鈍いの最も強烈な領土の

防衛は午後に見られる。

総べての産卵行動は河川においても

Hegledbackenの水槽の中でも午後か夕

方に見られた。 Svartbackenでは 6月3

日に午後 1時 15分に見られた。

共l乙揚げた表は午後において産卵活動

が最高潮に達する時を示す。その時間は

水温の最も高い時であって，夕方に向う

に随って共第に減少する。産卵並ぴに領

土防衛は魚、が日光の影響を受ける天然の

河川でも，また午前7時から夜半に至る

迄，ほとんど一定した人工光線を受ける
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Hegledbackenの71<.槽でも，ほとんど同

様な日中変イじを示すというととから，水

温の日中変化……それは浅いがI川では極

めて顕著である……が Graylingにおい

ては産卵と領土防衛の時間的変化に影響

する最も重要な刺戟であると吾々は想像

する。日中の水温のと昇が乙れ等の活動

を刺戟するものであろう。

第 l表 1955年6月2日Hegled凶 cken
の水構中で観察された産卵行動の回数

(水温は各2時間の中間で測定した)

時 間|品選|産卵行動|領土附

6~8 am 4.0 活動微弱

8~10 5.8 活動旺盛

1O~12 9.1 ク

12~2 pm 10.5 11 イシ

2~4 11. 6 16 今

4~6 10.5 27 今

6~8 9.1 17 ク

8~10 7.5 7 今

1O~12 6.0 2 今

Gustafsonによって示されたように

(前出)Graylingの回遊の習性はまた水

温の上昇によって刺戟されるようであ

る。何となれば Svartbackenにおける

回遊は寒い時より，温かい日により強烈

である。恐らく日光もまた回遊に重要で

あろう。何となれば Gustafsonは最も

烈しい回遊は午後4時から夜半にかけて

行われる乙とを見出した。それは水温の

下降しつつある時である。

日光が重要であるという ζ とに関する

興味ある観察が Holleの水槽で為され

た。そ乙では魚、は日光を受け，何等人工

光線は使われなかった。またそこでは水

温の日中変化も力とんど見られなかっ

た。何となればそれは大河 lndalsalen

の水力発電用の深い貯水池から71<.を引い

て居Tこからである。

夕方日渡頃になると HoIJeの水槽で水

の流れの為めに領土防衛中の Gray1ing

が尾を先きにして後の方へ押流されるの

が観察された。乙のととは水温や水流の

速さが一定の時でさえ起ったの魚、は最初

はこの押流されるのを回復しようとし

て，泳ぎ上って自分の領土へ帰ろうと試

みた。しかし魚、は幾度か押流されて漸失ミ

遠くの方へ運ばれ，量産には水槽の下端に

達する。或者は中途からクルリとその向

きを変えて，活発に下流へ泳ぎ帰る。

水槽の下流端で彼等は集合して仲よく群

を作る。この群はやがて水槽の全体にわ

たって回遊するが，還にはがI底に沈んで

夜の憩いに入る。

水温の上昇は恐らくは産卵回遊，領土

哲也ならびに実際の産卵行動を含む

Graylingの生殖習性の様子を刺戟する

ように思われる。しかし強い光線は領土

防衛と産卵る刺戟するが，時として回遊

を妨げるようである。乙れに反して光綿

は恐らくは或種のホルモンを生産する乙ミ

とによって，回遊の習性を間接的に刺戟

するものの如くである。

8. Graylingの産卵に対して重要性

を持つ或種の環境要因

Graylingの産卵を行う領土は通常水

流が温度な浅い凹所に位置し，石や小石

のBankのある処である。領土は決して急

流や，或はまた深い凹所で底のある。流れ

の遅い処には作らられない。 Hegledba-

cken の9つの領土に就て調査した処で

は，その大きは平均2.6m2 CO.8-0.5m勺

であった。領土の境界は判然とした物体

……例えば 1列の石とか礁のBankと



か，木材とか枯れた風倒木とか……で限

られて居り，隣り合う領土との聞に障壁

を為しているということが観察された。

河川が余り広くなく， 1-2ml?:過ぎな

い時は，多くの領土は河川一杯に丘から

丘にわたって拡がって居るn

領土は障害物か有効な障壁のある処で

は， iJlf底の平J:11.な広い場所より小さく作

られるη2つの最小の領土， O.8m2と

) 1.5 m2のものは前節に言白議した Kvarn・

falletの小さい掩の下流に見出された

ものであるが，これだけが2つの領土が

相並んで存在して居た例であった。この

場合にはその聞の境界が極めて完全であ

った。 2つの領土はほとんど四角形をな

して居た。その上流端は掩の下端であっ

て，何れもその一方の側は河の堤によっ

て作られて居た。その他の一方の側は長

い礁の Bankであって，これが2つの領

土の境界を為し，また河の中程を横切っ

て横わった 1本の木材がその下流側の境

界となって居た。乙れ等2つの領土は各

各或程度限られた水域を形成して居た。

骨吾々の Svartbackenで見Tこ約 16m2の

最大の領土は平坦な小石の底を持った浅

い凹所であった。

これによって明らかなことは，水槽実

験によってもわかるように，領土の大き

さを決定する上に隣りから肉眼的に隔離

されて居るというととが極めて重要な意

義を持つ。 Fabricius(1951)が指摘した

ように，他物によって肉眼的に互に隔離

された場所では，平よl1な場所より可なり

多数の領土が存在し得る。既に述べたよ

うに，河川において観察された総べての

産卵動作は小石の丘の上で為される。吾

々の見Tこ総べての Graylingの領土には
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小石の丘があり，乙の Spawningbank 

は雄の居る場所から見える処にある。多

くの場合丘は維の居る場所より上流側で

あるのだが時としては，じきその一方の

傍にある場合もあるの Graylingの産卵

する乙れ等の丘の或るものは極めて小さ

い。僅かに O.3m21乙過ぎない。乙れ等

の丘は比較的細かい砂利から成って居

る。大部分の小石は径1cm内外である。

径 3cm以上のものは極めて少ない。腕

豆大といってもよい。 Hegledbackenの

水槽で Graylingの産卵した礁の丘は，

Hegledbackenの天然の産卵場のもので

作られた。ここに断っておかなければな

らいことは，吾々の見た多くの産卵する

Graylingは体長 20-30cmのものであ

ったことである。

吾々が天然の河川で観察した20回の産

卵行動の内 17回は砂諜の丘の頂で行わ

れた。そこは魚の背が水面に見える程度

の浅瀬であった。しかるに他の 3聞は比

較的深い 20-25cmの水中で行われた。

Hegledbacken の水槽で見た 26回の一

連の産卵行動の内 11回は水深約5cm

の丘の頂で行われ， 9回は上流で，また

6回は下流の凹所で行われた。しかし何

れの場合でも 15cm以上の深所では行わ

れなかった。乙のことから考えると産卵

する Graylingは流れの強い細かい礁か

ら成った丘の頂のような処を好むという

ことが分かる。

2，3の野外観察から，鮭鱒類はその産

卵床として， poolの下流端の方に向っ

てその位置を選ぶのが通例である (Hob.

凶 etc.)乙の乙とは Stuart によって

Brown trout に就て実験的に証明され

た。しかし Graylingはこれ等の種類と
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は巣の位置の選ぴ方が違うようである。

河川における 20回の産卵行動の内 16回

は poolの上流端で行われた。そ乙は丁

度丘の頂きを越えて.1"T底が poolの中

心の方に向って緩やかに傾斜して居るよ

うな場所であった。その理由は Grayling

はその産卵行動の初期において，互に相

並んで流れに逝って泳いで居るという乙

とから考えて明らかである。乙の運動は

遂にその上流の，共の poolとの境界を

なす所の poolの上流端の丘の頂きに達

するようになる。

吾々の観察によると覆いかぶさったよ

うな岸壁や，枯木その他の障害物が雌の

隠れ家として絶対に必要である。それは

彼女等が充分に成熟して，産卵準備完了

の動作を示すζ とによって，雄の攻撃に

充分に堪え得るようになる迄隠れて居る

為めである。もしも雄の領土が互に境を

接して居るような場合に，河川I乙新かる

隠れ家がない場合は，雌は攻撃の前に全

く河川から駆逐されて了うであろう。

Grayling は材木流しによって掃い清

められた河川の，以前fと変った底棲生物

を利用する ζ とが出来るということは

Muller (1954)によって明らかにされ

た。しかしながら食物の供給量如何のみ

が魚の生産量を維持する唯一の因子では

ない。 Storsjon湖における河川の観察に

よれば，良き Graylingの河川は，

(1) 成る可く多くの雄が領土を横成し

得るように，障害物が成る可く多く存在

して居らねばならぬこと。

(2) 産卵のためには砂礁の丘がほとん

ど水面近く迄隆起して居らねばならぬ乙

と。ならびに，

l3) 雌の隠れ家として，例えば大きな

石の列とか，風倒木とかが必要であるこ

と。

等が知られた。しかも poolの境界を

為す砂礁の丘は，材木流しを成る可〈容

易ならしむる為めに，屡々取り除かれる

のが常である。

9. 鮭鱒類の求愛顧動とホリを掘る運

動の起源に関する仮設 a 

鮭や鱒が飛躍によって掩を乗り越える九

という乙とは良く知られた事実である。

White fishゃ Graylingやイワナは飛躍

しない。彼等は河川の障害物を乗り超え

るのに他の形式の重対乍を行うのもしも回

遊中のこれ等の種類の魚が河に入って間

もなく，河口附近の網で捕獲され水槽k

a入れられでも，少なくとも数日間は回遊

と同様な態度を示す。特に日渡後，彼等

は休みなく彼方此方と泳ぎ廻るのもしも

彼等が水面に達して居る不透明な壁に達

すると屡々壁に触るる乙となく，静止し

て頭を上にし尾を下にして垂直的位置を

とる。乙の位置において彼等は強力な遊

泳運動を行い，迅速な側面的波状運動をミ

行うの ζの運動は魚、体が水面に押上げら

れる位強力である。屡々魚体の大剖移争が

水面上に現れる位(尾鰭以後の部分のみ

水面ー下に残る〉高く上る。 1回斯かる動

作を行った後魚は水面下に波するが，乙

の動作は再三繰返されるの天然の河川に

おいては乙の動作は魚をして石の障害物

や，急流の瀬や，小なる掩を飛越えさせ

る。流水の水槽の中では， ζの習性は槽

の上流端で多く見られ，特に障壁の頂き

を越えて水が流れ込むような場合に起

る。河川においても針金の網の目が泥や

通事挨で詰まり. 71<が網の上端を越えて流



れるような場合に起るσ

フィルムの回転数を遅くし，または水

槽中で詳細な観察によって知り得たこと

によると，鮭鱒類の求愛行動の際の猷動

は実は，側面的波状運動であるの少なく

ともイワナや Whitefishでは明らかに

そうであり，またフィルムの回転数を遅

くして見ると Graylingでもそうである

ことが判然とわかるの White fish， Gra-

、yling及びイマナが河川中の障害物のが[

で行う運動は求愛顧動と極めてよく類似

して居るう実にこれ等2つの行動の聞に

はに GraylingおいてはやI等か関係があ

るように思はれるべこのことは何回も繰

返された実験で明らかにされたことで，

その結果は常に同一であった弓流速がJ-L

O.2mjsecの浅い水干-替の中では， Grayli-

ngの運動は比較的不活発であるが， 水

量を調節して急激に流速を 0.7mjsec ur. 
lと変えると，魚、は上l乙述べたような急速

な波状運動を行う。しかしてこの運動は

魚がh:に接近した時に背時や胸鰭を立て

る求愛や側面展示の敵動的特性l乙弐第に

変化して来る。このことに引続いて特に

雄においては，まi!動展示を永くかっ強く

ヤ続けた後に，求愛，威嚇及び争闘に爆発

的l乙変化する。顛動展示の聞に騒々他の

魚への猛烈な攻撃が行はれるの全く何も

ない水槽中では，時には宰聞に対してき

へ行はれるのこれによって知り得ること

は，急激に起る急速な流れは，普通には

河川中の障害物を乗り越える際に示すよ

うな運動を起させるが， これが弐第に在住

績の際の魚が敵動する運動の状態， J~1l求
愛，側面展示，顛動展示等l乙移り変って

行く傾向がある。

このことから想像すると，原始的な鮭

鱒族が産卵の為めに河川lと遡止し，急流

例えば?なのl宣下等に直面した1¥祭，急速な

波状的運動を行うが，求愛や産卵の際の
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直員動はこれ等の運動から発展したもので

ある。その際雌維は多くは相並んでj持泳

して居る。

Withefisl は今でもこのような状態で

産卵する内向]自由な水流の中で，互に相

並んで活字i永しながら体を波状的l乙運動さ

せる。 (Fabriciusand Lindroth前11¥) 

多くの鮭鱒族では顛動は求愛とか，受

精とかに属する行動であるが Grayling

では攻撃の際にも行われる《しかして求

愛の際の顧動は放撃の際と違って強きが

非常に強い内鳥類において敵意を示す場

合や，求愛の際t乙或種の運動を行う乙と

が知られて居る今 HerringGullの“Ch-
oking"はそのよく知られた 1例である Q

Brown troutが時として敵意を示す場合

に行う震動の習性……それは平常は求愛

の際示す行動であるが……その習性を

Stuart (1953)やまた Jones and Ba11 

(1954)が観察して居ることは興味ある

ことであるの乙の習性は河鱒(S.fontirト

alis) にもまた見ることが出来るゥそれ

は 2~の相隣った雄の聞に行われる今長

時間にわたる極めて猛烈な争闘の|僚に特

に顕著であって，その身をかわす速さは

驚くべきものがある内攻撃は敵のm.]体に

対して加えられるが，その合間々々には

体を震動させる内しかしてその様子が普

通の求愛行動と違う処は唯極めて突然に

震動しつつある魚、が接近するということ

と，震動の速さが極めて速いということ

のみであるの Tinbergen が指摘したよ

うに，其rrかる転f立活動は積の進化と共l乙

容易に新たなる誇示運動に変化するとい

うことは，それが起る活発さから本能的

に獲得されるのである内斯くして攻撃の

際の Grayhingの体の震動は求愛の際の

震動から進化したものであろうハ

もしも西川IJの際に， aL11維が相並んで泌
泳し，体を長重力させる Whitef1shのよ

うに魚が向山水域でなく底部でこの活動
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を行ったならば底質の一部が動くであろ

う弓しかしてこれがホリを掘る運動の最

初の起訴、であり得るということに関し

て，イロI物かを得ることが出来るであろ

うっ実際に雌のイワナは時としてホリを

掘る重別乍の一つの型を示す場合があるの

RI1彼女は底に静止して居りながら，急激

なi佐泳運動をその場で行う内これによっ

て急激な水の流れが起り，緩んた底質を

振い流す。 (Fabriciusand Gustafson前

IU)o鮭，鱒，イザナ等の産卵動作におい

て見らるるように，誇張的な程l乙背腹方

由IIと尾柄を屈曲させ，日工門を河底l乙押付

けることや雌の体の尾の部分の振動的運

動が益々強きを増すということから，

Graylingの雌のそれに似たホリを掘る

.動作なるものを了解し得るであろうの

単l乙眼で見ただけでは，産卵中の堆の

Graylingの運動は震動のように見える。

しかしフィルムを遅く回転して見ると雌

の鮭，鱒， イザナ等のホリを掘る運動と

驚く可き程の類似点がある弓雄の体は側

方l乙柑曲し，体の前部は雌の体の上i乙浅

いアーチを作り，体の後部は急角度l乙下

方に向って曲り，尾柄は水平位置を採

り，国々地面l乙接触する内その上震動は

体の尾部において最も激しく，尾鰭は砂

慨をIl[lく η しかしながら上に挙げた種類

の雌と相違して，雄の Graylingは前方

へ推進されないの1::1乙述べたようにこれ

等の巡動は一般には雄の習性に属するも

のであるが，また時として雌の Grayling
によっても為されることがあるの間的産

物の身.J'IH機構の変化によって，其Irかる習

性は鮭，鮒， イワナ等の雌のそれのよう

な，ホリを掘る運動l乙発展することが出

米るのここに付け加えて述べて置きたい

ことは， Brown trout並びにイ ワナにお

いて，雄が時として石や水槽の壁に対しー

て，求愛震動を行ったり，あるいは斯か

る無生物と配偶行動を行うことすらもあ

るということであって， これは極めて興

味深い事実といはれなければならない。

斯くの如く，種の繁殖に役立っための

幾多の特徴ある運動形式が，鮭鱒類にお

いて急流に逆って行う強い砕泳運動から

発達したものであることを了解すること

が出来るのしかしながらこれはあく迄も

単なる仮設であって，未だ曾て証明されー

たものではないということは強調されな

ければならない。

10. 概要
Graylingの産卵についておmtland

地方の Storsjon湖において野外，並び

に流水の水槽中で観察を行った。

春季において成熟した親魚、は，湖水か

ら産卵を行う河川に澗治ーする。維は彼等

の領土l乙侵入するものがあれば，雌雄を

問わずこれに反応し，敵意を持ってこれ

に接近するのその|際背鰭と胸鰭ーを立て

る。もし侵入者が遁走すれば，維はこれを

追って攻みつく η しかしながら時として

侵入者がその背鰭iと胸鰭を立て， これに

対抗する場合がある勺この場合ぉ;仰と休+

側面を見せ合う動作(相互側面展示 ) i 

が引続いて行われるが，これは Grayling I 

において極度に良く発達した動作であ

るの 2匹の魚、は相並んで流れに逝って泊三

泳し，互に胴体を押し合い，烈しい震動

運動を行いながら，彼等の背腹鰭を極度

に拡げ， f:Jの'ド部を下げて咽喉部の両側

の白い部分にある黒い疏点与を示すのそし

て互に相手を泳ぎ越そうと試み，流水を

横切って相手の鼻先きに回転しようとす

るつもしもこの示威運動が成功すれば唱

負けた方の魚、は流水l乙運ばれ，その相手

を追払うことがlIi来るのこの特徴ある争

闘様式は未成熟のまだ群をなして生活

して居る若い魚、にもまた見られる。もし|



も侵入者がζれに耐えるならば，領土所

有者は頭を側方に相手l乙向って曲げ，敵

を吹む。しかして猛烈な戦闘が引続いて

起る。

時折り領土を防衛する雄魚は，他の魚

の居ない時でも，いわゆるも震動展示、

の動作を行う。その際彼等はその背，腹

鰭を最大限に拡げ，尾を上げて体を震わ

す運動を行うのである。

~~ 領土聞の境界は石の列や，砂礁の丘や

風倒木，その他の障害物から成り，雄魚

達はお互に肉眼的に遮蔽されて居る n か

かる遮蔽物がある場所では，打開けた河

底の平土日な場所よりも，領土は可なり小

さt'0 
領土を所有する雄は雌よりも黒っぽい

色をして居る n

未成熟の雌は，雄の接近に対して背，胸

鰭を立てることを以て応答するのしかし

これに引続いて雄のために領土から追払

われる n 彼等は屡々小群を作って覆いか

ぶさった堤のードとか，石の後とか，風倒木

その他の遮蔽物の後とかに隠れて居る n

水槽内では雌の隠れ家が作られる迄は

守産卵は行はれなかった。

雌が充分に熱すると雄に近づき，準備

完了の態度を示すのその際彼女は背部を

曲げ，背鰭を乗れる。雄魚は体を傾け，

彼の豆大な背鰭を以て雌の背部を覆い，

尾を曲げて雌の尾部と交叉するように

し，体を震わせながら産卵行動を行うの

産卵行動の間雌は彼女の体の尾の部分を

背腹方向に，尾が上になるように曲げ

る内しかして激しく体を震わす運動で，

その生殖孔を深く砂礁の中に押込心。卵

は砂礁の表面下に産みつけられる。両性

は快感に哨ぐ。斯く求愛と，ホりを掘る

重か作と，産卵行動は Graylingにおいて

は，結合して一つの行動となって居る n

鮭，鱒， イワナ等においてこれ等が別々
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の動作となって居るのとは全く異なって

いる。

卵は砂礁の下， 約4cmの深さに埋ま

っているの大部分の産卵動作は砂礁の丘

の頂の，産卵中の魚、の背部が水面l乙見え

る位の浅処で行はれるのが観察された。

乙れ等の丘の楳は凡そ豆粒大の礁から成

っている。

産卵動作の直後，雄は一般に雌を攻撃

し，彼の領土から追払うのしかし遅かれ

速かれ彼女は再ぴ新たなる産卵重力作のた

めに，同ーの雄かあるいは他の雄に近づ

く。斯く雄は実際の産卵行動のただその

瞬間のみ雌をしてその領土に停まること

を許すのみであるの多くの推並ぴlと雌は

雑婚的であって，互に 2，3の相手方と

産卵を行うの 1尾の雄の後に 1列の成熟

した雌が交配のために雄l乙近づこうとし

ているのを屡々見ることが出来る。

天然の産卵床においても，また水槽中

の実験でも， 1日中の活動力に著しいリ

ズムのあることが認められたn 雄はその

領土を夜半に閉鎖し，翌朝遅くか，ある

いは午後に再び乙れを占領する。産卵の

頻度は正午から午後7時頃迄の聞に最高

潮に達する内これは浅い小JIfの水が最高

水温に達する時に相当するの

Graylingの産卵に最も適した}I[とい

うのは，石や，砂礁の丘や，風倒木やそ

の他の遮蔽物があって，最大多数の維が

領土を防衛するのに適したような地点

で，しかも雌の避難所があること，さら

に産卵のために砂礁のBankのある乙と

が必要であるということが力設された門

鮭鱒族の求愛行動とホリを掘る遂動と

は，或る種の鱈強管族の魚が，河川の障害

物を乗り越える際に示す迅速な波動的揖

泳運動の成式から発達したものであろう

という仮設が諭ぜられたη




