
産卵床に卵を産みつける魚類では，雄が産卵
床の位置を変更することが知られており，そ

の理由についていくつかの報告がある（例えば，
Sale, 1975;  Petersen, 1988;  Hoelzer, 1990;  Kroon et

al., 2000）．これらの研究では産卵床の変更の意味
については，その前後の繁殖成功の関連から論じ
られているものは多いものの，雄が何をきっかけ
として産卵床となりうる新たな産卵基質へ移動す
るのか，その過程についてはあまり調べられてい
ない．
スズメダイ科魚類でも産卵床の変更についてい
くつかの報告があり，産卵基質の探索や選択に関
係すると思われる行動について記載した研究があ
る．Itzkowitz (1985) はStegastes leucostictusの繁殖
雄で，産卵に適した産卵基質をもたない個体が不
定期になわばりの境界を越えて移動する行動を
‘foray’ と呼び，未使用の産卵基質を探すための行
動だと推測した．またBartels (1984) は Stegastes

dorsopunicansの雄のうち，質の低いなわばりをも

つ個体が新しいなわばりを獲得する前に，求愛や
摂餌を伴わないforayを高い頻度で行なうことを示
した．このような行動は，なわばり外にある産卵
基質となりうる場所を探索するためのものと考え
られている．Cheney and Côté (2003) は，なわばり
性のStegastes diencaeusで，産卵床をもつ雄ともた
ない雄を除去したところ，産卵床があるなわばり
の方が，他個体が早く移住してくることを示した．
以上のことから，雄は産卵床の変更に先立って他
雄のなわばりに侵入して産卵床に接近したり，他
雄が使用しなくなった産卵基質に接近したりして，
産卵床の候補地を探索していると思われる．
クラカオスズメダイAmblyglyphidodon curacaoは
東部インド洋と琉球列島を含む西太平洋に分布す
るスズメダイ科魚類である (Allen, 1991) ．本種の
繁殖様式はなわばり訪問型複婚で，雄がつくった
産卵床に雌が卵を産みつけ，孵化するまで雄が保
護する（Sagawa and Hanahara，準備中）．沖縄県
瀬底島のサンゴ礁域においてクラカオスズメダイ
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を観察していたところ，産卵床をもつ雄がなわば
りを離れて他雄の産卵床に接近する行動が確認さ
れた．魚類において，スニーキングを目的とした
産卵中の産卵床への侵入以外に，なわばりをもつ
雄が他雄の産卵床に接近する行動についての報告
はほとんどない．我々はクラカオスズメダイの他
雄の産卵床への訪問の詳細を記載し，その行動の
意義を解明するために，訪問の頻度や訪問時の行
動と産卵床の変更の関連性について調査したので
報告する．

クラカオスズメダイは水深1–15 mのサンゴ礁域
に生息し (Allen, 1991)，糸状藻類，動物プランク
トン，魚卵などを餌としている (Sano et al., 1984) ．
本種の繁殖生態の概略は以下の通りである
（Sagawa and Hanahara，準備中）．雄は半径数メー
トルの範囲をなわばりとしており，雄同士はなわ
ばり境界付近で互いに追撃と逃走を繰り返すこと
がある．雄は産卵前になると死サンゴなどの垂直
面に付着した藻類や泥を口や鰭を用いて除去して
産卵のための基質，産卵床を露出させる．卵は産
卵床に一層に産みつけられる (Fig. 1A)．すでに産
卵床に卵塊が産みつけられている場合は，雄は卵
塊に隣接した基質をクリーニングして産卵床を広
げるが，なわばり内に離れた複数の産卵床を保持
することはない．産卵は午前5時から7時の間に行
なわれ，訪問してきた雌が卵を産みつける．同じ
産卵床で 2–3日間連続して産卵が起こることも
あった．また，産卵中にスニーキングをすること
が目的と思われる他雄が接近してくることもある
が，雄は体当たりをしたり，背鰭を広げたりして
このような雄の侵入を拒む行動をする．産卵から
4–6日後の日没後の孵化までの間，雄は卵塊に胸
鰭で水流を送ったり近づく他個体を追い払ったり
して保護を行なう．調査区域を含む沖縄県瀬底島
での本種の繁殖期は4月から8月であった．

調査は2003年5–7月と2004年6–11月に瀬底島
の琉球大学熱帯生物圏研究センター瀬底実験所前
の礁原で行なった．礁縁に沿った約 40 m�30 m

（水深3–4 m）を調査区域とし，海底にメジャーを
引いた状態で水面からデジタルカメラ（DG-XtS，
KONICA MINOLTA，東京）で撮影して詳細な海
底地図を作成した．雄が調査区域内で見られなく

なったときは区域の周囲約100 mを探し，見つか
らなかった場合はその個体が消失したものとした．

2003年4–5月にかけて調査区域とその周辺で63

個体（雄33，雌30）を捕獲し，体長の計測，性
判定，個体識別を行なった．捕獲はSCUBA潜水
し，手網と巻網を用いた．捕獲した個体は実験室
に持ち帰り，2-フェノキシエタノールで麻酔した
後， 生殖突起の形状で性判定を行なった
(Thresher, 1984)．また，ノギスを用いて標準体長
を1 mm単位で計測した．さらに個体識別のために
蛍光イラストマータグ（Northwest Marine Technol-

ogy，米国）を体側の皮下に注射し，調査区域に
放流した．放流後，調査区域内には雄 21個体，
雌12個体が定着した．さらに翌2004年の繁殖期
終了後の8月に2回目の捕獲・計測を行い，イラ
ストマーが薄れた個体には再注入した．また，新
たな定着個体を発見した場合には同様の処理を行
なった．

2003年 5月 10日から 7月 18日のうち 67日間，
2004年 6月 3日から 7月 7日のうち 19日間に
SCUBA潜水し，産卵床と卵塊をデジタルカメラで
撮影し，雄が獲得した卵塊の数，その孵化と消失
を記録した．孵化は日没後に起こるため直接確認
は行なわず，予想される孵化日の翌日に卵塊が消
失していた場合は正常に孵化したと判断した．孵
化までに要する日数は水温の上昇とともに短く
なったが，卵は発生段階によって色が変化するた
め容易に孵化日を予測することができた．

訪問時の雄の行動を撮影しやすくするため，ま
た産卵状況の確認を容易にするために，調査区域
内に人工的につくった産卵基質（人工産卵床）を
設置して雄に利用させた．人工産卵床は，厚さ5

mmのセメント板を21 cm�30 cmの長方形に切り
とったものを使用した (Fig. 1B)．人工産卵床に対
しても産卵することを確認するために，調査区域
の北東約150 mに位置する10 m�10 mの範囲を予
備調査区域として2003年4月から6月に設置した．
すると本種は人工産卵床を好んで利用し，産卵や
卵保護が正常に行なわれるのが確認できたので，
2003年の繁殖期終了直後の7月19・20日に，調
査区域内にある全ての自然産卵床の近くに人工産
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卵床を設置した．自然産卵床は海底に垂直な壁面
に作られることが多かったので，人工産卵床も側
面が海底に対して垂直になるように釘や紐を用い
て死サンゴや岩に固定した．産卵床への訪問の記
録を開始する前の2004年5月に人工産卵床の使用
状況を調べたところ，調査区域内で産卵床を保持
していた14個体中13個体の雄が人工産卵床を用
いて卵保護を行っていた．続いて自然産卵床で卵
保護をしていた1雄のなわばり内に人工産卵床を
設置したところ，これを使用して卵保護をはじめ
た．調査期間中に台風などの影響で人工産卵床が
外れた場合は設置し直した．

2003年の調査を終了してから約 10ヶ月後の
2004年5月に調査区域内を調べたところ，個体識
別してある17個体の雄が留まっていた．これらの
雄を対象として，繁殖期の他雄の産卵床への訪問

を2004年6月3日から7月7日までのうちの13日
間に記録した．行動の記録は全て水中ハウジング
に入れたデジタルビデオカメラ（GR-DVP9，Vic-

tor，横浜）を用いて行った．撮影はスニーキング
をすることを目的としたの産卵床への接近との混
同を避けるために産卵時間帯以外に行い，10–19

時の間に 1日につき 1–2時間記録した．撮影は
SCUBA又はスノーケリングで行い，調査区域内を
巡回して各雄の状態を 4–5分間に一度確認した．
訪問中の雄を発見した場合はその雄を追跡し，訪
問終了後に巡回を再開した．撮影した映像は後に
再生して解析に用いた．2004年の繁殖期の調査終
了後に3個体が消失し，新たに2個体が加わった．
残った16個体の雄に対して，2004年10月28日か
ら11月5日までのうち7日間に，繁殖期と同様の
方法で非繁殖期の産卵床への訪問を記録した．

雄は産卵床へ訪問するためになわばり外へ出る
と思われるが，その開始と終了を明確にするため
に，2004年7月9日から11月5日の間に各雄のな
わばりの範囲を記録した．記録は雄を追跡し，そ
の泳跡を地図上にプロットすることで行なった．1

雄につき10分間の追跡を5–8回行った．なわばり
の範囲は最外郭法を用いて推定した．

訪問雄と訪問先の雄
（被訪問雄）が出会い，それぞれの行動が始まるの
が，産卵床の周辺50 cm程度だったため，雄が他
雄の産卵床の50 cm以内に接近した場合に，産卵
床への訪問が行われたと定義した．

撮影した映像
をモニター上で確認し，訪問雄と被訪問雄の行動
を以下のように分類した．
訪問雄が産卵床に接近するだけの場合は「接近」
とした．訪問雄が接近した時に産卵床の表面をつ
つくこともあったので，その場合は「ピッキング」
に分類した．一方，被訪問雄の行動は，訪問雄に
体当たりをする「攻撃」，鰭を広げて相手に体側
を誇示する「体側誇示」，自分の産卵床をつつく
「ピッキング」，目立った反応がない「無反応」の

4つに分類した．また雄は自分の産卵床を離れて，
なわばり内の他の場所で摂餌などをすることもあ
る．そのような時に訪問された場合，被訪問雄の
状態を「不在」とした．
被訪問雄が産卵床の周辺に存在することが訪問
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Fig. 1. Underwater photographs of natural (A) and
artificial (B) nests guarded by male Amblyglyphidodon
curacao.



雄に与える影響について解析する際には，不在以
外の分類項目を「存在」としてまとめた．撮影距
離や地形によって両者の行動の詳細を読み取るこ
とが出来ない場合は，分類不可能なデータとして
解析には用いなかった．

繁殖期（13日間）と非繁殖期（7日間）のそれ
ぞれで，観察者が調査区域を巡回した合計時間と
記録された産卵床への訪問回数を用いて，各雄の
1時間あたりの訪問回数を算出し，それを訪問頻
度とした．ただし，雄は卵保護中にはほとんど訪
問を行なわないことが後に判明した（結果参照）．
そのため卵保護期間の長い雄ほど訪問する機会が
少なかったといえる．そこで調査期間中に卵保護
を行なった雄に関しては，卵保護をしていなかっ
た期間の合計観察時間を用いて訪問頻度を算出し
た．

本研究では，雄が使用していた産卵床を放棄し，
それまでのなわばり外に新しい産卵床を構築した
とき，産卵床の変更が起こったと判断した．先行
研究（Cheney and Côté, 2003;  Bartels, 1984など）
から訪問と産卵床変更の関係が予想されたので，
卵保護や訪問の記録をした期間中，またはその期
間以外に起こった産卵床変更を記録した．また産
卵床の近くに雄がいない間に，他雄がその産卵床
の前に数分間留まる様子も数例観察されたので，
その行動の詳細も記録した．結果は以下の4期に
分けて集計した．
(1) 2003年5月–7月：2003年の繁殖期
(2) 2003年 8月 –2004年 5月：非繁殖期（8月 –3

月）と繁殖期（4月–5月）の両方を含む期間
［(2) の期間は不定期的な観察しか行なってい
ないが，(1) の終わりと (3) の始めのデータを
比較した］

(3) 2004年6月–7月：2004年の繁殖期
(4) 2004年8月–11月：2004年の非繁殖期

繁殖期には13日間（710分間）で98回，非繁殖
期には7日間（451分間）で110回の訪問が観察さ
れた．雄はなわばりを離れ，複数の産卵床へ訪問
を繰り返した後に戻ってきた．記録された訪問の

うち，なわばりを離れてから戻るまでの全訪問を
記録できたのは13例で，その継続時間は120�92

秒（平均�SD，n�13）であった．雄がなわばり
を離れてから戻るまでに訪問した産卵床の数はの
べ2.8�2.1 (n�13) で，同じ産卵床を2回以上訪問
することもあった．
繁殖期中に卵保護を行った雄について，訪問が
記録された日数の割合は，卵保護していない期間
(24.0% : 25/104) よりも，卵保護期間 (2.6% : 2/78)

の方が有意に低かった（Fisherの正確確率検定，
P�0.0001）．すなわち卵保護中の雄はほとんど訪
問を行なわなかった．

撮影した訪問のうち，モニター上で詳細な行動
の読み取りが可能だったものは2004年繁殖期で66

例，非繁殖期では89例であった．これらのデータ
を用いて，訪問時の行動について解析した．
訪問雄は訪問時に産卵床をピッキングすること
があった．雄が産卵床の卵を食べるためにピッキ
ングをしている可能性があったため，2004年繁殖
期における，訪問雄のピッキングと訪問先の産卵
床の卵の有無との関係を調べたところ，卵がある
場合 (3.3% : 1/30) と，ない場合 (13.9% : 5/36) の間
にピッキングを行なう割合に有意差はなかった
（Fisherの正確確率検定，P�0.05）．卵のある産卵
床へのピッキングが1例だけ記録されたが，当日
撮影した画像とビデオ映像から，ピッキングは卵
のない部位に行なわれていたことが確認されたた
め，卵食はしていないと判断された．さらに被訪
問雄の存在と訪問雄によるピッキングの関係を調
べたところ，被訪問雄が不在のとき (26.7% : 4/15)

の方が存在するとき (3.9% : 2/51) よりもピッキング
する割合が有意に高かった（Fisherの正確確率検
定，P�0.05）．また，訪問雄は産卵床以外の壁面
をピッキングすることはなかったものの，産卵床
となりうる死サンゴの垂直面の前で数秒間停止す
ることが3例あった．
次に訪問時のピッキングを繁殖期と非繁殖期の
間で比較した．訪問雄が訪問先の産卵床にピッキ
ングを行う割合は，繁殖期 (9.1% : 6/66) と非繁殖
期 (15.7% : 14/89) で偏りがなかった（Fisherの正確
確率検定，P�0.05）．被訪問雄が不在だった割合
は，非繁殖期 (46.1% : 41/89) の方が繁殖期 (22.7% :

15/66) より有意に高かった（Fisherの正確確率検
定，P�0.01）．
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訪問は産卵床をもっている雄だけでなく，産卵
床をもたない雄も行った．2004年の繁殖期におい
ては，産卵床をもつ雄 1 4個体の訪問頻度は
0.85�0.97/h（平均�SD），もたない雄3個体の訪
問頻度は0.64�0.56/hで，有意差はみられなかった
（Mann-Whitney U検定，U�20.5，P�0.05）．ただ
し，産卵床をもつ雄の体長が大きい傾向があった
（Mann-Whitney U検定，U�4.0，P�0.05）．同年
の非繁殖期には産卵床をもつ雄が12個体，もたな
い雄が 4 個体となり，訪問頻度はそれぞれ
0.71�0.48/hと1.50+0.71/hであった．これらの間に
も繁殖期と同様に有意差はなかった（Mann-Whit-

ney U検定，U�8.5，P�0.05）が，産卵床をもつ
雄の方が大きい傾向があった（Mann-Whitney U検
定，U�3.0，P�0.05）．続いて，体長と訪問頻度
の関係について解析した．繁殖期には雄の体長と，
卵保護をしていなかった期間の訪問頻度の間に有
意な相関はなかったが，非繁殖期では有意な負の
相関があった（繁殖期 Spearmanの順位相関係
数： rs�0.297，n�17，P�0.05，Fig. 2A；非繁殖
期 rs��0.628，n�16，P�0.05，Fig. 2B）．すなわ
ち，非繁殖期では小型雄の方が頻繁に訪問してい
た．
次に訪問頻度を繁殖期と非繁殖期の間で比較し
た．2004年の繁殖期と非繁殖期を通して調査区域
になわばりをもっていた雄14個体に関し，繁殖期
（のうち卵保護をしていなかった期間）の訪問頻度
は0.93�0.94/h（平均�SD），非繁殖期の訪問頻度
は 0.86�0.61/hで，有意差はみられなかった
（Wilcoxon順位符号化検定， T�51， n�14，
P�0.05）．

– 2003年の繁殖期の調査期間中
に，自然産卵床をもっていた雄 18個体中 6個体
(33.3%) が合計9例の産卵床の変更を行った．移動
後の雄はいずれも産卵床を新たに構築し，それま
で他雄が保持していた産卵床を使用することはな
く，他雄の産卵床を奪い取ることもなかった．移
動距離は最大35.7 m，平均13.1 mであった (Fig. 3)．
卵保護の結果と産卵床の変更の関係を調べたとこ
ろ，卵保護が正常に終了した後 (4.0% : 2/50) より
も孵化予定日前に卵が消失した後 (28.0% : 7/25) で
有意に高い割合で産卵床の変更が起こっていた
（Fisherの正確確率検定，P�0.01）．

– この期間には8ヶ
月間の非繁殖期と2ヶ月間の繁殖期が含まれてお
り，2003年の繁殖期終了直後に人工産卵床を設置
した．この10ヶ月間に，産卵床をもっていた雄18

個体中4個体が消失していた．残り14個体のうち
9個体 (64.3% : 9/14) が移動し，全ての雄が卵保護
を行なっていた (Fig. 4)．移動した9個体のうち8

個体は2003年の繁殖期に他の雄が使用していた産
卵床と同じ場所に設置した人工産卵床を利用して
おり，残り 1個体は自然産卵床を構築していた．
移動が起きた順序は不明だが，雄が入れ替わった
産卵床もあった．この期間には定期的な観察を行
なっていないため，産卵床の変更がいつ何回行な
われたのかは不明である．

– この期間に産卵床の変更は見
られなかったが，予備的な観察中にある産卵床に
おいて，短時間の産卵床変更とも考えられる行動
が連続的に2例記録された．その詳細を以下に記
す．

クラカオスズメダイの産卵床訪問 31

Fig. 2. Relationship between male Amblyglyphi-
dodon curacao standard length and frequency of visit-
ing behavior in the breeding season, May–July 2004
(A), and non-breeding season,October–November
2004 (B).



ある雄A（標準体長109.7 cm）が自らの産卵床
周辺にいない間に，Aに隣接したなわばりをもつ
雄B (102.1 cm) がAの産卵床の前に留まっていた．

Aは摂餌や訪問のために産卵床周辺にいなかった
ものと考えられた．観察開始から1分後，離れた
場所になわばりをもつ別の雄C (111.4 cm) がAの
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Fig. 3. Nest changing by male Amblyglyphidodon curacao during May–July 2003. Arrows indicate
direction of movements. The sequence is shown by the directional arrows.

Fig. 4. Nest changing by male Amblyglyphidodon curacao (M1–M9) during August 2003 to May
2004. Arrows indicate direction of movements.



産卵床の前に現れ，Bと口と口で噛み合う激しい
闘争を約 5分間続けた．結局CはBを追い払い，
この産卵床の周辺に留まった．この状態は約28分
間続いたが，もとの雄Aが産卵床へ帰ってくるの
と同時に雄Cは自分のなわばりへ戻っていった．

– この期間にはまず産卵床を
もたない雄1個体が消失し，その後雄2個体が新
たに定着したが，なわばり内に新たな産卵床は構
築しなかった．さらに産卵床をもつ雄2個体が消
失し，そのうちひとつの産卵床には隣接したなわ
ばりに産卵床をもっていた雄が移動してきたが，
残った2つの産卵床には調査期間中に移動してく
る雄はおらず，放置された．
この期間中には，なわばり内に産卵床をもたな
い雄3個体によって，1–5分間の短時間の産卵床
の獲得が4例，産卵床をもつ雄1個体による短時
間の産卵床変更が1例観察された．全ての事例に
おいて観察者が発見した時点で既に，それまで産
卵床を保持していた雄とは異なる雄（移動雄）が
産卵床の前に留まっており，もとの雄は産卵床周
辺にいなかった．移動雄は，他の雄が訪問しに来
た場合には通常の被訪問雄と同じように体側誇示
やピッキングを行なった．5例中4例で，移動雄は
もとの雄が戻ってくるのと同時に産卵床を去った．
残り1例ではもとの雄が移動雄に攻撃を加え，数
十秒間激しい闘争が続いた．最終的にもとの雄が
産卵床の前に戻り，移動雄は自らのなわばりに
戻った．

本研究で観察されたクラカオスズメダイ雄によ
る他雄の産卵床への訪問では，訪問雄が訪問先の
雄を攻撃することはなく，そこでの卵食も認めら
れなかった．訪問雄は訪問相手が不在の場合は産
卵床をピッキングすることが多かったが，産卵床
をもつ雄によってクリーニングされた基質の表面
には本種の餌となりうる物はほとんどついていな
いと思われた．さらに，繁殖期が終了しても彼ら
の訪問頻度は変わらず，訪問雄がピッキングする
割合にも大きな変化はなかった．従って訪問の目
的は，訪問時やその翌日のスニーキングなどの短
期的な利益に関わることではないと思われる．

2004年の非繁殖期には，Itzkowitz et al. (1995)

がStegastes leucostictusにおいて報告したのと同じ
ように，過去に他の雄が使用していた産卵床の再
利用がみられた．産卵床を再利用するためには産

卵床をもつ雄の消失や移動が必要だが，実際に本
調査を行った2003年5月から2004年11月にかけ
ての18ヶ月間に6個体が消失した．さらに空いた
産卵床の出現によって，雄が入れ替わったと思わ
れる産卵床もあった (Fig. 4)．このように低頻度で
はあるが，空いた産卵床は出現する．また雄が消
失しなくても，産卵床周辺に雄が不在の間だけ，
数分間の産卵床の変更・獲得が起こることもあっ
た．雄は自分のなわばり内でじっといるだけでは，
このような空いた産卵床を見つけることはできな
いだろう．これらのことから，なわばり周辺の空
いた産卵床を探すことが，訪問の機能のひとつと
考えられる．
もし空いた産卵床を探すことだけが訪問の目的
であるならば，訪問雄は雄が近くにいる産卵床に
接近する必要はない．しかし本調査においては，
短時間の産卵床変更の最後に移動雄ともとの雄が
闘争する様子が記録され，闘争によって28分間に
わたって産卵床を乗っ取る事例も記録された．一
般に，より大きい個体は直接的闘争に優ると考え
られている (Hoelzer, 1990)．訪問は，訪問先の雄
の状態によっては産卵床を乗っ取る行動に発展す
ることもあると推測される．
雄は産卵床を変更する際に産卵床を再利用する
だけではなく，他雄によって使用されたことのな
い位置に新しい産卵床を構築することも多かった
(Fig. 3, 4)．本研究では使用中の産卵床への訪問の
みを記録したが，訪問雄が産卵床として利用でき
そうな死サンゴの前で停止する様子も観察された．
このような行動を映像から読み取ることは難しい
が，実際には頻繁に行われている可能性がある．
訪問雄は，訪問を通して現在他の雄が利用してい
る産卵床を含め，周辺に存在する産卵床となりう
る潜在的な産卵基質を探索していると考えられる．

既に報告のある他種 (Sale, 1975;  Petersen, 1988;

Hoelzer, 1990;  Kroon et al., 2000) と同様に，本研
究のクラカオスズメダイにおいても産卵床の変更
が確認された (Fig. 3, 4)．Côté and Hunte (1989) は
イソギンポ科の一種Ophioblennius atlanticusにおい
て，産卵床の変更の多くが，直前の繁殖成功が低
い雄によって行なわれていたことを示したが，本
種においても同様の傾向があり，卵保護が成功し
た後よりも失敗した後に産卵床の変更が起こりや
すかった．自然産卵床には面積や表面の質に大き
な変異があり，雄は卵保護が成功しない場合には，
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より良い産卵床を求めて移動する必要があったの
かもしれない．McDougall and Kramer (2007) は
Stegastes diencaeusにおいて，なわばりを変更した
ばかりの雄のエネルギー消費量は増え，摂餌量は
減ることを示し，なわばりの変更は起きにくいと
結論づけた．本種においてもこのような産卵床変
更にともなうコストが存在するのかもしれないが，
変更によって卵保護状況が改善される可能性もあ
るために変更が起きたと考えられる．
産卵床の変更が9例観察された2003年の繁殖期
に対して，人工産卵床を設置した2004年の繁殖期
には産卵床変更は一度も記録されなかった．
Itzkowitz (1991) は Stegastes leucostictusにおいて，
雄が与えられた人工産卵床をすぐに利用し，さら
に人工産卵床をつかった雄の方が卵塊を受け取る
割合が大きかったことを示した．本種においても，
人工産卵床を設置した後の卵保護のほとんどが人
工産卵床で行なわれたことから，S. leucostictusと
同様にこれを好んで利用したと考えられる．また，
人工産卵床を使用している本種の雄が産卵床の変
更をほとんど行なわなかったのは，人工産卵床を
利用することで満足のいく産卵や卵保護をしてい
る上に，新しいなわばりへ移動して産卵床をつく
る場合にはS. diencaeusのようなコストがかかるこ
とが原因かもしれない．

2004年の非繁殖期には，4個体の雄によって 5

例の短時間の産卵床変更・獲得が起こった．この
4雄のうち3雄は比較的体が小さく，なわばり内に
産卵床をもっていなかった．産卵床をもつ雄とも
たない雄の間に訪問頻度の差はなかったが，産卵
床をもたない雄の方が体は小さく，非繁殖期には
小さい雄ほど訪問頻度が高いという傾向がみられ
た (Fig. 2B)．前述したように，新たな産卵基質を
求めてなわばり外を探索することが訪問の目的の
ひとつなら，非繁殖期において産卵床をもたない
小さい雄や産卵床の環境の悪い雄は訪問頻度が高
く，結果として短時間の産卵床変更が起こったと
考えることができる．それに対して繁殖期には体
長と訪問頻度には相関関係がなかった．これは，
繁殖期の方が非繁殖期よりも被訪問オスが産卵床
の周辺に存在する割合が高かったことが原因だろ
う．繁殖期には卵保護中の雄が多く，彼らが産卵
床を離れることは少ない．このことが直接的闘争
に劣る小型雄の訪問頻度を低く抑えたのかもしれ
ない．

本研究では産卵床への訪問と産卵床変更を同時
期に記録することができなかった．この二つの関
係をさらに詳しく調べるためには，産卵床変更が
起こりやすい環境を人為的につくるのが適当であ
ろう．産卵床をもつ雄を除去したり，産卵床の質
を操作したりして産卵床の変更が起こりやすい環
境を整え，訪問と産卵床の変更の記録を長期的に
行う必要があると考えられる．
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