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Abstract   The height and horizontal distance of territorial attacks by ayu (Plecoglossus 
altivelis altivelis) were observed in aquaria. Territory holders responded towards intruders 
when approached to within 30–40 cm, chasing them for 40–100 cm. Such chases ceased 
ca. 30–40 cm from the bottom (in 50–100 cm water depth), indicating that territorial 
defense limits in water depths greater than 50 cm were about 30–40 cm (vertical distance) 
and 40–100 cm (horizontal distance).
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アユ Plecoglossus altivelis altivelisは，日本の河
川中流域を代表する魚として親しまれ，漁

業・遊漁や養殖の対象としても重要であることか
ら，多くの研究がなされている．また，河川流量
の保持など，河川環境の保全を図る点でも指標的
な魚種の一つとなっている． 
よく知られているように，初夏から夏にかけて

の成長期には，アユは，瀬の岩盤や礫の河床にな
わばりを作り，付着藻類を摂餌する（例えば，宮
地ほか，1952；川那部，1957；水野・川那部，
1957；立原・木村，1988；Iguchi and Hino, 1996）．
そして，近年，亜種のリュウキュウアユ P. 
altivelis ryukyuensis の摂餌なわばりについても，
本州産のアユと同様に機能していることが明らか
にされている（Awata et al., 2011）．しかし，これ
までのアユなわばりの研究では，なわばりは平面
図的に観察されたものが多く，河床底との関係は
十分明らかになっていない．また，水槽でアユの

なわばり行動を側面から観察すると，なわばり個
体は侵入者を水底付近から追いかけた後，水底か
らほぼ一定の垂直距離で侵入者を解放することが
観察されるが，このようなアユのなわばり行動の
報告は，ほとんど見ることができない．本研究で
は，アユのなわばり行動を側面から観察し，なわ
ばり個体の侵入者を追撃する距離，および攻撃を
止めた時の底からの垂直距離について明らかにす
ることができたので，ここに報告する．
 

材料および方法

供試魚　アユは，千葉県水産総合研究センター
内水面研究所が生産した人工種苗を手賀沼漁業協
同組合（千葉県柏市）が自然日長下で育成したも
のを 2007年および 2009年の 6月から 8月に購入
した．購入後，水中ポンプを用い，水流を起こし
た水量 2000 l の循環濾過水槽 （室内設置）に収容
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し，市販のアユ用配合飼料を与え，水温 22–26˚C
で 2週間の予備飼育を行った後，観察に用いた．
供試アユの体長（SL）は 13.3–20.5 cmであった． 

実験水槽　観察にはアクリル窓付 FRP水槽（アー
ス社），濾過槽，温度調節装置からなる循環濾過
システムを 2系統用いた（Fig. 1）．水槽 1は，
2.5×0.5×0.7 m 水槽 （最大観察可能水深 0.6 m）に
水中ポンプを用い，水槽底面に成長期のアユの選
好流速 30–70 cm/S（本田・山本，2006） を発生さ
せた．また，なわばり形成の対象物として，水槽
底に 25×25×5 cm のコンクリ－トブロック 3個を
配置した．この水槽 1は，水深 30–60 cmの行動
観察に用いた（Fig. 2）．水槽 2 は 1.0×0.5×1.1 m水
槽（最大観察可能水深 1.0 m）で，水深 30–100 cm
での行動観察に用いた．水槽 2は長さが 1 mと短

いため，水槽底面での流速は 10–20 cm/Sと選好
流速より遅い速度での観察となった．

観察手順　最大水深とした水槽に 5個体のアユ
を収容後，3日間飼育し，1–2個体のアユになわ
ばりを作らせた．そして，なわばり行動を側面か
ら観察した．なわばり行動は，ビデオカメラ
（SONY HDR-CX12）で撮影し，記録は，ビデオ編
集ソフト（COREL VideoStudio12）を用い，ビデ
オの再生速度を遅くして，なわばり個体が侵入ア
ユを追いかけた水平距離と放した点の垂直距離を
モニター画面に物差をあてて測定した．また，水
深との関係について記録した後，約 5日間は最大
水深で飼育し，行動を随時撮影記録した．さらに，
水槽 1になわばりが 2個形成された場合は，なわ
ばり個体 2個体の行動を観察記録した．観察は
2007年 8–9月および，2009年 6–10月に行った．
実験室の光条件は 14L:10Dとし，実験馴致中およ
び実験中は無給餌としたが，アユは水槽に付着し
た藻類を接餌した．観察は 8:30–13:00に行った．
 

結 果

なわばりの形成過程　水槽 1におけるなわばり
形成までの一連の行動は，次の様であった．アユ
を水槽に入れると，5個体のアユは水槽下流部の
流速 35–45 cm/Sの所（Fig. 2）に群れを作った．
次に，最大体長個体が 2枚のコンクリートブロッ

Fig. 2.　Typical ayu territories in experimental tank. Upper: side view; lower: plane view. Solid arrows indicate 
attack dash of ayu territory holder and neighbor. Dotted arrows indicate foraging routes. In plane view, dotted and 
dashed lines indicate extent of feeding territories.

Fig. 1.　Side view of experimental tanks.
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クの上やその付近を占拠しだした（なわばり個体
1）．続いて，2番目の個体が最上流部に設置した
コンクリートブロックを占拠した（なわばり個体
2）．残りの 3個体は水面近くに群れとなった．こ
れらの行動は 24から 48時間で終了した．なお，
全個体とも夜間は水槽 1の底付近に留まっており，
早朝の午前 5時に照明がつくと，2–3時間後に最
大体長個体が 2枚のコンクリートブロックを対象
にしたなわばりを形成することを確認した．

な わ ば り ア ユ の 攻 撃 開 始 距 離　2007，2009年
のデータ総計 51回の攻撃行動の記録から，なわ
ばり個体が侵入者に示した攻撃ありをプラス，攻
撃なしをマイナスとして各々の頻度を Fig. 3に示
した．侵入個体は，やや上方から底に向かって侵
入してくるが，なわばり個体に発見され，逃避の
ために向きを変え始めた時のなわばり個体との距
離が 40 cm以内になると攻撃された．また 2個体
の距離が 40 cmになると攻撃されない場合も観察
された．距離が 45 cmの場合，侵入者が向きを変
え始めると攻撃はされなかった．同一水槽になわ

ばり個体が 2個体出現した場合は，両者の距離が
10 cmで攻撃が起こり，15–25 cmでは攻撃のある
場合とない場合が観察された．

な わ ば り ア ユ の 追 撃 距 離　2009年 6月 26日
10:00，7月 3日 9:00，および 7月 28日 9:30から
それぞれ 10分間，追撃行動（attacking dash）につ
いて観察し，追撃行動が認められた 4個体（ここ
では，個体名を TO-Aから TO-Dと定義）の追撃
開始・終了位置を調べた結果を Fig. 4に示す．7
月 3日の観察では，追撃行動は，侵入者がなわば
り個体に 30–40 cm近づくと開始され , 約 0.7–1.0 
m/Sの速度で追いかけることを確認した．この観
察では，なわばりが 2個形成され，なわばり個体
1（TO-A）は 7回，隣のなわばり個体 2（TO-B）
は 1回の攻撃を侵入者に行った． なわばり個体
の攻撃開始と終了位置から形成されたなわばりの
面積は，コンクリートブロックの大きさ（25×25 
cm）と水槽の幅（0.5 m）から換算して 1.0 m2と
見積もられた．また，隣のなわばり個体 2のなわ
ばりは 0.4 m2であった．なわばり個体 1が摂餌
ルートを遊泳する際は，水槽底から 17.5 ± 9.1 cm
（平均 ±標準偏差，n = 60，1秒ごとの位置）の位
置で波状の遊泳行動を示し，水槽底から 0–5 cm
の位置で付着藻類を食んだ． 7月 28日の観察では，
なわばり個体 1（TO-C）が 1.1 m2のなわばりを作り，
16回の追撃行動が観察された．なわばり個体 2は
0.4 m2 のなわばりを水槽の下流コーナー部分に作っ
たが，10分間に攻撃は観察されなかった．なわば
り個体 1の遊泳行動は，水槽底から 15.6 ± 10.2 cm
の位置で観察された．最初に観察した 6月 26日
の例では，なわばり個体（TO-D）は 0.7 m2のな
わばりを水槽ほぼ中央部に作ったが，観察された

Fig. 4.　Observed attack responses of four ayu territory holders in experimental tank (Side 
view 250 ×60 cm).

Fig. 3.　Distance between neighboring ayu territory 
holders (closed bars) and intruders (open bars).
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追撃行動は 4回だった . そして，遊泳行動は水槽
底から上方に 18.4 ± 10.4 cmの位置で観察された．
なお，観察した 3例のなわばり個体 1となわばり
個体 2は，それぞれ，ほぼ同じところをなわばり
としていた．
次に，観察から得られた追撃距離と侵入者を離

した水底からの垂直距離との関係を Fig. 5に示す．
追撃距離の平均値と標準偏差は 53.2 ± 19.3 cmに
あり，水底からの垂直距離のそれは 40.6 ± 6.1 cm
にあった（n = 29）． なお，追撃距離 20 cmの 2
例は，水槽の壁の部分および，なわばり個体の頭
上を通過した場合に観察された．　

なわばり個体同士の行動  なわばり個体 1のな
わばりは，150–170 cm×50 cm（0.75–0.85 m2），な
わばり個体 2のなわばりは，75–80 cm×50 cm
（0.38–0.4 m2）の面積で形成された．なわばり個
体 1のなわばりと，なわばり個体 2のなわばりは
25 cm程度重なっていた（Fig. 2）．そして，なわ
ばり個体 1と 2が 25 cmに接近した時は，互いに
反転して衝突を避けた．
水槽 1では 6月 26日 10:00–10:10，7月 7日 9:00–

9:10　7月 28日 9:30–9:40の 3例の観察が行われ，
そのうち 2例でなわばり個体 1となわばり個体 2
のなわばりが形成されたが，なわばり個体同士の
闘争行動は起きなかった．
また，8月 25日 9:30–10:30，8月 27日 10:00–11:00，

9月 26日 9:00–10:00の合計 3時間の観察のうち，互
いに相手の尾部を捉えようと直径 15–20 cm程度を
急速で旋回する旋回闘争（立原・木村，1988）が観
察されたのは，8月 25日の 9:53分のみであった．

水深変化と攻撃行動　水槽 1および水槽 2にお
いて，水深を浅くしていった場合のなわばり個体
の攻撃行動回数（10分あたり）となわばりの水
底からの垂直距離（平均 ±標準偏差）を Table 1

に示す．水槽 1では，水深を 60 cmから 50，40，
30 cmと浅くした時の攻撃行動回数は，水深が浅
くなるにつれて増加した．さらに，水底からの垂
直距離は水深間に有意な差異が認められた
（Kruskal-Wallis検定，x2 = 145.88, df = 3, P < 0.0001）．
多重比較の結果，水深 60 cmと 50 cm間を除くす
べての比較で，有意差が認められた（Table 1）．
水深を 100 cm から 30 cmまで 10 cmずつ浅く

した水槽 2においても水槽 1と同様に水深が浅く
なるにつれて攻撃回数が増加する傾向があった．
水底からの垂直距離ににも有意な差異が認められ
（Kruskal-Wallis検定，x2 = 212.71, df = 7, P < 0.0001），
水深 100 cmから 50 cm間では有意差がなかった
が，水深 40 cmと 30 cmには有意差が認められた
（Table 1）． 

考 察

アユのなわばり行動について，水槽の側面から
観察した．これらのアユのなわばりは，ほぼ同じ
場所に作られ，観察に用いた水槽形状に応じてや
や細長い形状を示した．本田・山本（2010）の水
面からの観察では，水槽形状（2.0×1.0×0.75 m）

Fig. 5.　Relationship between chase distance and height 
distances of ayu territory holders.

Table 1.　The number of attack observations (N) and 
mean (and standard deviation) of vertical territorial height 
of ayu territory holders with respect to water depth in ex-
perimental tank. Results of Scheffé test (following Krus-
kal-Wallis test) examining the significant differences of the 
vertical territorial height among all combination groups of 
water depth were also given. Numerals with the same let-
ters are not significantly different (at P < 0.05) for each 
tank

Depth N Vertical territorial height (cm)
Tank 1 (Depth: 30–60 cm)
60 cm 29 40.9 ± 6.1a

50 cm 43 37.2 ± 7.2a

40 cm 97 28.8 ± 7.8b

30 cm 128 21.0 ± 6.5c

Tank 2 (Depth: 30–100 cm)
100 cm 13 40.2 ± 3.9a

90 cm 33 37.2 ± 4.7a

80 cm 22 34.8 ± 9.6ab

70 cm 39 37.8 ± 8.8a

60 cm 81 36.5 ± 8.7a

50 cm 90 33.2 ± 8.6a

40 cm 117 27.2 ± 8.2b

30 cm 138 22.8 ± 4.9c
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に応じて，なわばりは 0.7から 1.0 m2の台形もし
くは歪な円形を示しており，水槽でも宮地（1960）
のいうとおり，河床の岩，大礫などの配置など微
地形によって，なわばりの形状が変化することが
示唆された．
アユのなわばり行動を側面から観察すると，水

底から斜め上方に侵入者を追い払う行動が観察さ
れた．水槽 1の水深 60 cmの観察では，なわばり
個体は侵入者に気づくと水底付近から追撃を始め，
その追撃距離は，40–100 cmであった．そして，
なわばり個体は，攻撃した侵入者が水底からほぼ
一定の高さ 30–45 cmまで逃げると追撃をやめた．
このことから，アユは水底から垂直方向へ 40 ± 6 
cmの範囲でなわばりを維持していると考えられ
る． 
次に，水槽 1の水深を 60 cmから 30cmまで 10 

cm刻みで変化させた時の，侵入者に対するなわ
ばり個体の行動であるが，水深 60 cmと 50 cmで
は，離す距離に有意差は認められなかったものの，
水深 30–40cmの場合には，有意差が認められた．
これは，先に述べたなわばり個体の垂直方向のな
わばり範囲（40 ± 6 cm）に入ることから，なわば
り個体から侵入者が執ように追われるためである
と考えられる．また，水槽 2において，水深を
100 cm から 30 cm まで変化させた時には，水深
50 cmと 60 cmでは水槽 1に比べ，攻撃行動がや
や多かったが，70–100 cmではほぼ同じであった．
これらの事から，水深 50 cmよりも深くなるとな
わばり個体の追撃は減少し，なわばり個体が摂餌
に時間をあてることができると考えられる．これ
は，群れアユの食める面積が広がったことも関連
している．田子・松本（2002）は，水深 50 cmで
育成したアユは水深 30 cm，10 cmで育成したア
ユより成長が有意に良くなったと報告しているが，
浅い水深では，なわばり維持のために多くのエネ

ルギーを消費してしまうと考えられ，本研究結果
は，田子らの結果を支持するものとなった．以上
のことから，初夏から秋までのアユの成長期間に
は，河川においても 50 cmより深い水深の面積を
多く維持できれば，成長の良いアユが多くなるこ
とが示唆される．
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