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Abstract   The importance of olfaction in spawning of medaka Oryzias latipes was 
established for the first time by observation of spawning behavior by fish subjected to an 
olfactory blockage.  Experimental fish were prepared by (1) covering the nostrils on both 
sides (bilateral treatment), thereby excluding all olfactory stimuli, and (2) covering nostrils 
on one side only (unilateral treatment), thereby giving partial exclusion.  A control group 
comprised untreated (intact).  Experiments conducted for both males (bilateral male-intact 
female, unilateral male-intact female and intact male-intact female) and females (bilateral 
female-intact male, unilateral female-intact male and intact female-intact male) resulted 
in no spawning by intact females paired with bilateral males, whereas spawning occurred 
in intact females paired with both unilateral and intact males.  Spawning also occurred 
when intact males were paired with intact, unilateral or bilateral females, indicating that 
olfactory stimuli were necessary for males to complete spawning, but not so for females.  
Spawning acts exhibited from pairing started by bilateral males-intact female pairs included 
“following” (initial act of following female), “positioning” (lateral courtship display), and 
“quick circle” (turning in front of female), but they did not include “contact” (bodies in 
contact posteriorly prior to gamete release), “wrapping” (male embracing female using 
their dorsal and anal fins during gamete release).  On the other hand, intact and unilateral 
males participated in all of the above spawning acts, indicating that olfactory stimuli are 
indispensable for behavior concerning emitting semen.
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動物は，外界からの様々な情報を感覚器に
よって刺激として受容し，刻々変化する環

境や状況に対応して行動する．受容された多くの
情報は脳へと伝わり，体内の生理的情報と併せて
統合が行われ，脳から効果器への指令が出され
ることで行動としての表現型が示される（木村 , 
1995）．外界からの刺激を受容する際の感覚には，
視覚，聴覚，触覚，味覚および嗅覚のいわゆる
“ 五感 ” が知られているが（佐藤 , 1995），中でも
視覚（光刺激の受容），聴覚（音刺激の受容）お
よび嗅覚（匂い刺激の受容）が種内コミュニケー

ションを図るうえで主要なものとして用いられて
おり，さらに，これら 3つの感覚は動物が繁殖を
行う際の配偶相手の認識・識別を行ううえでも，
より重要なものとなっている（横須賀・斉藤 , 
2010）．
硬骨魚類では，繁殖の際に婚姻色（おもに雄）

を呈する魚種が数多く知られ，婚姻色が繁殖相
手となる性（おもに雌）への視覚刺激として働
くことが知られている（Karino, 2010）．例えば，
行動学研究の父祖の 1人であるティンバーゲン
（Nikolaas Tinbergen）が見出したことで有名なイト
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ヨ Gasterosteus aculeatusの繁殖の場合，営巣した
雄はなわばり内に侵入する同種個体の性別を腹部
の色で識別する．腹部の色が婚姻色の赤色であれ
ば侵入個体を雄として認識して攻撃行動をとり，
体の他の部位と同じ銀色であれば侵入個体を雌と
して認識して求愛行動を示すことが知られている
（木村 , 1995；横須賀・斉藤 , 2010など）．また，
グッピー Poecilia reticulataでは，雄の体側のオレ
ンジ色の斑点（いわゆるオレンジスポット）の明
瞭さが雌を引き付ける刺激となっている（Karino, 
2010）．これらは，視覚刺激とその受容による応
答の好例である．一方，シクリッド Oreochromis 
mossambicusやギンポ Porichthys notatusでは，雄
が雌に求愛する際に音を発することが知られ
（Brantley and Bass, 1994; McKibben and Bass, 2001; 

Amorim et al., 2004; Amorim and Almada, 2005），聴
覚刺激が繁殖成功の重要な要素となる場合も報告
されている．
さらに，繁殖行動に関わる嗅覚の関与について

は，キンギョ Carassius auratusでよく知られてい
る．例えば，排卵後，卵巣から分泌されるプロス
タグランジン F2αは，それ自体が雌の放卵行動を
誘起するホルモンとして働くだけでなく，尿と
ともに排出されると雄の性行動を誘起するフェ
ロモンとして働くことが示されている（Sorensen 
et al., 1988; 小 林，2002; Stacey and Sorensen, 2006; 
Munakata and Kobayashi, 2010）．このように，硬骨
魚類では繁殖行動における視覚，聴覚そして嗅覚
のそれぞれの関与が，様々な魚種で報告されてい
る．
メダカ Oryzias latipesは，本邦を含むアジア地

域（東洋区）の池，水田あるいは流れが緩やかな
小川や河川に生息する卵生の淡水魚で，愛玩動物
として親しまれているだけでなく，発生学，遺伝
学，行動学あるいは毒性学など様々な分野の生物
学研究に用いられている実験動物でもある（岩
松 , 2006）．メダカの繁殖行動については，Ono 
and Uematsu（1957, 1968a, b）により，雌雄の出会
いから放卵・放精，そして雌の腹部からの卵の
離脱に至るまでの一連の行動パターンが詳細に
観察・記載されている．そして，Ono and Uematsu
（1968a）は繁殖行動の成立に際し，視覚刺激の重
要性を見出した．すなわち，雄は雌の外部形態に
似せた模型に対して積極的に求愛行動を示し，そ
うでない模型に対しては求愛行動を示さない（た
だし，この実験では放卵・放精までは至っていな
い）．一方，Egami and Nambu （1961）は，眼球を

摘出して視覚を奪ったメダカを用いて全暗条件下
での繁殖行動の成否を調べ，視覚情報をまったく
受容できない場合でも（放卵・放精に至る割合は
通常の場合と比べて低いが）繁殖行動が行われる
ことを示し，メダカにおいて繁殖行動の成功には
視覚刺激が（重要ではあるが）必須ではないこと
を示した．
このように，メダカでは雌雄の出会いから放

卵・放精に至る過程で視覚からの情報がある程度
の役割を果たすことが示されているが，繁殖にお
ける嗅覚の関与に関する知見はほとんど得られて
いない（岩松，2006）．先に述べたように，硬骨
魚類では雌から放出されるフェロモンが雄の繁殖
行動を誘起あるいは促進させる重要な働きをする
ことがキンギョをはじめとして多くの魚種で研究
されている（Stacey and Sorensen, 2006; 山家 , 2009, 
2012）．メダカにおいても嗅覚情報が重要なもの
であるなら，Egami and Nambu （1961）の研究にお
いて，眼がまったく見えない個体が放卵・放精に
至ったのは，嗅覚により雌雄を認識したためであ
るとも考えられる．そこで，本研究では，メダカ
の繁殖行動の成立における嗅覚の関与について，
鼻孔を封鎖したメダカを用いて繁殖行動の観察を
行うことで検証を試みた．

材 料 と 方 法

供試魚　メダカには野生下で生息する天然型と
愛玩動物としてよく知られるオレンジ変異型が
存在する（岩松 , 2006）．本研究ではオレンジ変
異型（以下，メダカ）を用いた．市中のペット
ショップからメダカを購入し，実験に供するま
で雌雄を 40 L水槽内に入れて明期：暗期＝ 16時
間：8時間（08:00点灯），水温 25± 2.0˚Cの条件
下で蓄養し，その間，適当量の餌（メダカのえ
さ，Tetra–Japan社，東京）を 1日最低 3回与えた．
実験には標準体長が 30 mm前後の雌雄を用いた．
メダカの産卵行動　メダカの雌は，水温や日長

などの環境条件が良ければ，毎日夜間に排卵し，
産卵は通常，日の出頃から早朝（04:00–08:00）に
かけて行われる（岩松 , 2006）．産卵に適した水温，
日長の各条件は様々報告されているが（Yoshioka, 
1963; Egami and Hosokawa, 1973; Awaji and Hanyu, 
1987），本研究では水温 25˚C，日長が 16時間の条
件でほぼ毎日産卵することを確認したうえで，一
連の実験を行った．
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メダカの場合，通常，雌単独での産卵はなく，
雌雄がペアを形成して産卵が行われる．初めに，
本研究において重要な位置を占めるメダカの産卵
行動について Ono and Uematsu（1957, 1968b）を基
に概説する．
雄は，雌を発見すると雌に接近し（ちかづき：

approaching），互いの距離が約 5 cm以内になると
雌雄が一定の間隔を保ちながら遊泳する（した
がい : following）．その後，雄が雌の下方やや後
方に並列停止する行動をとり（求愛定位 : courting 
orientation），やがて雌が頭部を約 30度持ち上げ
る行動（頭上げ I: head up I）を示すと，雄は求愛
定位の位置から，頭上げの体位をとる雌の吻先を
“ ひらり ” とかすめて円を描くように泳ぎ，再び
元の位置に戻る（求愛円舞 : courting round dance）．
この求愛円舞の後（あるいは引き続いて行われる
ことが多い浮上がりの後）に，雌が約 60度（場
合によっては 45–90度）の角度で頭部を上げる行
動がみられる（頭上げ II: head up II）．やがて，求
愛定位のまま静止する雌に対して雄はゆっくりと
側面から浮上して（浮上がり : floating–up）雌を
抱えた状態になる．雄は頭部を雌よりも下にして
背鰭と尻鰭で雌を抱え，泌尿生殖口の部分を互い
に近づける（交叉 : crossing）．そして，雄は胸鰭
と尾鰭を激しく動かすとともに，雌雄が小刻みに
体を振動させてゆっくりと頭部を下げ，卵の放出
（産卵：spawning）と精子の放出（射精：ejacula-

tion）が行われる（交尾 : copulation）．その後，雌
雄は頭部を互いに反発させるように弓なりに体を
そらせ，雄はゆっくりと浮上する（はなれ : sepa-
rating）．卵はこのとき雌の腹部にあり，雌は数時
間後に卵を腹部から離脱させる．
以上が，Ono and Uematsu（1957, 1968b）の記載
を基にしたメダカの出会いから放卵・放精に至る
過程の概略である．本研究では上記を参考に各行
動の観察を行ったが，上記のプロセスのうち，「ち
かづき」は雄の接近に対する雌の逃走との区別が
つきにくいことから観察項目から除外した．「頭
上げ I, II」については観察者とメダカのペアが位
置する場所によって判別しにくいこと，雌が頭部
を持ち上げる角度とされる約 30–90度が他の行動
と判別しにくいこと，さらには，これらの要因に
より本行動が必須の行動と判断するには困難なこ
と（Walter and Hamilton, 1970）から除外した．求
愛定位については，日本語表記はそのままだが，
その後に続く求愛円舞への定位と位置づけ，英語
表記を「positioning」とした．浮上がりについて

も日本語表記の変更はないが，英語表記を「float-
ing-up」から「floating」とした．一方， Ono and 
Uematsu（1957）では雌雄が体を交叉させながら
産卵・射精を行う状態の名称として「交尾」を用
い，その英語表記として「copulation」を対応さ
せている．しかし，元来，交尾および copulation
は雄の生殖器の雌体内への挿入，あるいは雌雄生
殖器の接触によって雌体内に精子が送り込まれる
行動をいい，多くの場合体内受精をともなう．メ
ダカは雌雄とも配偶子を水中に放出する体外受精
魚である．したがって，行動の名称としてメダカ
の産卵に交尾および copulationを当てることは，
体内受精を想起させるとともに受精様式の点から
も実際とは相違する．そこで，本論文では配偶子
の放出時にみられる雌雄の行動には，交尾に替え
て井尻（1997）による「抱接」を対応させること
とした．一方，抱接に対応する英語表記について
は，近年のメダカの行動研究（例えば，Hamilton 
et  al., 1969; Walter and Hamilton, 1970; Uematsu, 1990; 
Grant and Green, 1994, Grant et al., 1995; Howard et al., 
1998など）において多用される「wrapping」を当
てた．さらに，抱接に先だって行われる求愛円舞
と交叉についても，抱接の場合と同様に近年の
英語論文の表記にならい，「quick circle」および
「contact」をそれぞれ当てた．

Ono and Uematsu（1957, 1968b）では，抱接から
独立させる形で産卵（spawning）と射精（ejacula-
tion）を，さらにそれらに続く受精（fertilization）
をそれぞれ記載している．「産卵」については，
雌が体内から卵を放出すること（egg release, ovi-
position）だけでなく，雌雄が放卵・放精を行うた
めの一連の行動（spawning, female spawning, male 
spawning）（生物学辞典第４版，岩波書店 ; 生物学
辞典，東京化学同人）にも用いられる．さらに，
産卵に対応する英語の「spawning」は，雄が体内
から精子を放出する行動（male spawning）にも用
いられることがある．このように「産卵」には複
数の意味が含まれるため，本論文では，雌が卵
を体外に放出する行為を「放卵 ; egg release」と
し，「産卵 ; spawning」は雌雄が放卵・放精を行
うための一連の行動の意味で使用した。「射精」
と，その英語標記である「ejaculation」は，通常，
交尾を行う際の精子の放出（特に哺乳類）を指
すため，魚類一般で用いられる「放精」，および
「sperm release」や「sperm emission」が適当と判断
した．また，目視による観察では，放卵と放精の
確認は可能であっても，その時点での受精の成否
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については不可能であることから，受精を観察項
目から除外した．これらの用語を Table 1にまと
めた．以上のように各行動の定義を行ったうえ
で，本研究では，メダカの出会いから放卵・放精
に至る過程を産卵と表記し，その主要な観察項目
である行動を「したがい」，「求愛定位」，「求愛
円舞」，「交叉」および「抱接」の 5項目とした． 
これら一連の行動の流れを Fig. 1に示した．
鼻孔封鎖処理　本研究では，メダカの放卵・放

精における嗅覚の関与について調べるために，メ
ダカの嗅覚を遮断する目的で鼻孔を接着剤で封

鎖する処理を施した．その際，片側鼻孔封鎖群
（unilateral treatment group），両側鼻孔封鎖群（bilat-

eral treatment group）および無処理対照群（intact 
control group；以下，対照群）の 3つの実験群を
用意した（Fig. 2）．
メダカには他の多くの硬骨魚類と同様に，鼻
腔が頭部前端近くに存在する．鼻腔は左右に 1対
ずつあり，1つの鼻腔について前鼻孔と後鼻孔の
2つの鼻孔が前後に開口する（2つの鼻孔は皮下
で前後に連絡する）ため，計 4つの鼻孔が観察
される（Fig. 2A）．水が前鼻孔から後鼻孔へと前

Fig. 1.　Schematic illustrations of the behavioral sequence during spawning of medaka.  After initial 
encounter, male follows female (1: following).  When female stops swimming, male approaches female 
with lateral display (2: positioning).  If female remains in position, male turns quickly in front (3: quick 
circle), being a typical courtship behavior.  Male begins to embrace female with dorsal and anal fins (4: 
contact).  During embracing female with dorsal (arrowhead) and anal fins (arrow, 5: wrapping), female 
and male release eggs and sperm, respectively.  Japanese terminologies were given in parentheses.  
Figure based on Ono and Uematsu (1957).
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後に流れることにより，メダカは水に含まれる
匂い物質（嗅覚刺激）を嗅上皮で感知する．（岩
井 , 2005；岩松 , 2006）．上述の片側鼻孔封鎖群と
は片側の 2つの鼻孔を接着剤で封鎖した実験群で
ある（Fig. 2B）．この片側鼻孔封鎖群では，片方
の鼻腔内には環境水は入らずに接着剤の刺激を与
えることになるが，もう片方の鼻孔には接着剤の
刺激はなく，水中の匂い物質が鼻腔内に入る．両
側鼻孔封鎖群とは，左右両側に 2つずつある鼻孔
を接着剤で完全に覆い，匂い物質が鼻腔内に入る
のを阻害した魚を用いた実験群である（Fig. 2C）．
対照群とは，いずれの鼻孔も封鎖しない群である
（Fig. 2A）．
鼻孔の封鎖には，市販の瞬間接着剤（アロン

アルファ　スーパーセット 30214, 小西株式会社，
大阪）を用いた．氷水中で低温麻酔を施した後，
実体顕微鏡（Nikon SMZ-10A, 株式会社ニコン，
東京）下で瞬間接着剤を鼻孔上に滴下して鼻孔封
鎖を施した．鼻孔封鎖後の個体をすぐさま実験水
槽（後述）に入れ，遊泳に異常がないことを確認
した．
鼻孔封鎖を施したメダカの産卵行動の観察　
実験 1：鼻孔封鎖雄および鼻孔封鎖雌を用いた

産卵行動の成立の成否　初めに雄に対して鼻孔封
鎖を施し，嗅覚情報の受容を遮断された場合に産
卵行動が成立するかどうかを調べた．雌雄の組み
合わせは，無処理雄×無処理雌（対照群），片側
鼻孔封鎖雄×無処理雌，両側鼻孔封鎖雄×無処理
雌である．実験に先立ち，飼育水槽から成熟した
雌雄 1尾ずつを無作為に選び，実験水槽（0.75 L）
に移動して実験環境に馴致させた．これらの雌雄
のうちから，水槽内で 1週間にわたり毎日産卵が
確認されたペアを実験用に選別した．本実験は連
続する 5日間で行った．実験行程は以下の通りで
ある．

上述のように選抜したペアについて，さらに 2
日間継続して産卵が確認できた雌雄を対象に，片
側鼻孔封鎖および両側鼻孔封鎖を行った．鼻孔封
鎖は 2日目の 20:00–21:30に行うととともに，産
卵の有無も翌日（3日目）の同時間帯に確認し
た．産卵の成否は，雌の腹部あるいは水槽底部に
落下した卵の有無によって確認した．これらの卵
を採集し，実体顕微鏡下で卵割の有無によって受
精を確認したうえで受精率〔受精卵／採集した全
卵× 100（％）〕を算出した．本実験で鼻孔封鎖
の施行および産卵の有無の確認を 20:00–21:30に
設定したのは，この時間帯が本研究の光周期の設
定では明期の後半にあたり，暗期に起きる排卵に
対する処理の影響を軽減し，また腹部の膨らみ具
合で翌日の産卵の可能性を判断するのが容易であ
ること，さらに，処理後に暗期を迎えるため，過
度な活動による接着剤の脱落を防げると考えたた
めである．なお，1日目，2日目ともに産卵が確
認できた段階で飼育水の交換と合わせて水槽内の
卵をすべて除去し，3日目の産卵の確認に支障が
ないように留意した．また，メダカの場合，メダ
カ自身による卵食が起きることが知られるが，日
中，給餌を十分量行うことでこれを回避した．　
一方，対照群についても他の 2つの実験群と同

じ要領で産卵の有無を確認した．さらに， 3日目
の産卵の成否を確認したのち，鼻孔封鎖を行った
実験群では雄の鼻孔から接着材をとり除いたうえ
で，すべての群について再び実験水槽に雌雄を同
居させ，4日目，5日目と産卵の成否を確認した．
つづいて，同様の実験を雌に対しても行った．

雌雄の組み合わせは，無処理雌×無処理雄（対照
群），片側鼻孔封鎖雌×無処理雄，両側鼻孔封鎖
雌×無処理雄である．雄の場合と同様に実験水槽
への馴致を行ったうえで，雌に対して鼻孔封鎖を
片側，両側に行った実験群を設けた．これらの実
験群では， 1日目，2日目と継続して産卵を確認
した雌に対して，雄の場合と同様に 20:00―21:30
に鼻孔封鎖処理を行い，3日目の産卵の成否を確
認した．対照群についても，他の 2つの実験群と
同様に 3日目の産卵の成否を確認した．本実験で
は 4日目，5日目の観察は行わなかった．なお，
産卵後はすべての群で受精率を算出した．
実験 2：鼻孔封鎖雄を用いた産卵行動の観察　
実験 1により鼻孔封鎖雄の産卵行動の成否を確認
したうえで，鼻孔封鎖を施した雄を用いて雌雄の出
会いから産卵前後における雌雄の行動を観察した．
実験前に前項と同様に実験環境に馴致・選別した

Fig. 2.　Olfactory blockage using glue in experimental 
medaka.
(A) Location of nostrils (arrows) (control group).  (B) 
Unilateral group.  (C) Bilateral group.
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雌雄について，一連の行動観察を連続する 4日間
で行い，鼻孔封鎖前後の行動の比較を同一のペア
を用いて行った．実験行程は以下の通りである．

1日目：17:00–19:00に，実験水槽から雄を別の
水槽〔以下，隔離水槽（0.75 L）〕に移し，雌雄を
隔離した．

2日目：09:00に実験水槽に戻して雌とペアリ
ングさせ，行動観察を 1時間行った．これら一連
の行動はビデオカメラ（Sony DCR-TRV70K, Sony
株式会社，東京）で録画し，後の解析に供した．
その日の 17:00–19:00に雄を再び隔離水槽に移動
し，雌雄を隔離した．

3日目：08:00に両側鼻孔封鎖群および片側鼻孔
封鎖群の雄に鼻孔封鎖処理を施し，09:00にこれら
の雄を雌がいる実験水槽に移してペアリングし，
2日目と同様に行動観察を 1時間（09:00–10:00）
行った．観察後には接着剤を鼻孔から取り除き，
雌雄をそのまま実験水槽に同居させた．一方，対
照群についても他の 2つの実験群と同じ時間帯に
行動観察を行い，翌日まで雌雄を同居させた．

4日目：08:00に実験水槽内の雌雄を観察し，
産卵の有無を雌腹部の卵の付着や水槽底部に脱落
した卵の有無によって確認した．
行動の解析　先にメダカの放卵・放精に関する

観察項目としてあげた各行動，すなわち「したが
い」，「求愛定位」，「求愛円舞」，「交叉」および「抱
接（放卵・放精）」の発現に対して，嗅覚がどの
ように関与するかを各実験群および対照群で検証
した．片側鼻孔封鎖群，両側鼻孔封鎖群および対
照群について，抱接（放卵・放精）の有無をはじ

め，観察時間内（60分）に雄が雌に対して示す
各求愛行動の頻度を計測した．
統計処理　実験 1の受精率の比較について，分

散分析（ANOVA）を行った後，Dunnett法による
多重比較検定を行った．実験 2の鼻孔封鎖によ
る影響については対応のある t検定（paired t-test）
を行い，3日目における実験群間の比較について
は分散分析（ANOVA）を行った後，Dunnett法に
よる多重比較検定を行った．これらの統計処理に
ついて，StatView 5.0 （日本語版，SAS Institute Inc. 
ヒューリンクス，東京）を用いて行った．

結 果

実験 1：鼻孔封鎖雄および鼻孔封鎖雌を用いた
産卵行動の成否　初めに雄の場合を記す（Table 
2）．各実験群についてそれぞれ 8ペアで産卵の成
否を調べたところ，対照群および片側鼻孔封鎖群
では，1日目から 3日目まですべてのペアで産卵
が確認でき，4日目以降も産卵が確認された．一
方，両側鼻孔封鎖群では 1日目，2日目と連続し
て産卵が確認できたが，3日目ではすべてのペア
で産卵が確認されなかった．しかし，鼻孔から接
着剤を除去した 4日目，5日目には 6ペアで産卵
を確認できた．
対照群における受精率は 1日目が 96.9± 3.1%，

2日目が 100%，3日目が 98.8± 0.7%，4日目が
96.0± 3.5%，そして 5日目が 97.5± 1.7%であっ
た（数値はいずれも平均値±標準誤差）．片側

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5
Spawning (%)

Control 100 100 100 100 100
Unilateral 100 100 100 100 100
Bilateral 100 100 0 75 75

Fertilization (%)
Control 96.9± 3.1 100 98.8± 0.7 96.0± 3.5 97.5± 1.7
Unilateral 98.0± 3.7 99.5± 1.5 99.2± 2.1 98.2± 3.3 99.6± 1.1
Bilateral 98.3± 1.1 97.3± 1.4 –     68.8± 10.5* 92.6± 4.2

Table 2.　Occurrence of spawning and fertilization rate in mating of intact female with intact (control), unilateral and 
bilateral males in experiment 1

Occurrence of spawning was examined in eight pairs in each category.  An olfactory blockage was subjected to males during 
20:00–21:30 on day 2 for observation on day 3.  Fertilization rate in days 4 and 5 of bilateral male group obtained from eggs 
spawned by six pairs.  Females released 10-30 eggs in each spawning.  Fertilization rates indicated by averages and standard 
errors.  *Significant difference from controls (P<0.05).
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鼻孔封鎖群における受精率は，1日目が 98.0±
3.7%，2日目が 99.5± 1.5%，3日目が 99.2± 2.1%，
4日目が 98.2± 3.3%，そして 5日目が 99.6±
1.1%であった．両側鼻孔封鎖群における受精率
は，1日目，2日目がそれぞれ 98.3± 1.1%，97.3
± 1.4%，4日目が 68.8± 10.5%，そして 5日目が
92.6± 4.2%であった．　

1日目，2日目，4日目および 5日目の受精率
を各実験群間で比較すると，1日目，2日目お
よび 5日目では片側鼻孔封鎖群と両側鼻孔封鎖
群ともに対照群との間に有意差がみられなかっ
たが（Dunnettʼs test, F(2, 21)=3.74, P>0.05; F(2, 21)=4.73, 
P>0.05; F(2, 21)=3.73, P>0.05），4日目については両
側鼻孔封鎖群の受精率が対照群に比べ有意に低
かった（同 , F(2, 21)=5.74, P<0.05）．
雌では，対照群（6ペア）および片側鼻孔封鎖

群（6ペア）で 3日目の産卵が確認できただけで
なく，両側鼻孔封鎖群においても 3日目の産卵
が確認された（6ペア中，5ペア）．受精率につい
ては，対照群および片側鼻孔封鎖群では，3日間
を通じていずれのペアでも 97%以上の受精率で，
両側鼻孔封鎖群では 1日目，2日目とも 100%，3
日目では 96.7± 7.5%であった（Table 3）．
実験 2：鼻孔封鎖雄を用いた産卵行動の観察
対照群　対照群では 10ペアについて行動観察
を行い，2日目および 3日目ともにすべてのペア
で抱接が観察されたほか，したがい，求愛定位，
求愛円舞および交叉の各行動が確認された（Fig. 
3）．2日目の観察では，したがい，求愛定位，求
愛円舞および交叉の平均回数（平均回数±標準誤

差）は，それぞれ 22.7± 3.0，24.7± 2.5，20.3±
6.3および 2.3± 0.9であった．また，3日目につ
いては，それぞれ，20.6± 3.5，20.3± 2.4，15.4
± 3.0および 1.5± 0.3であった．ここで，5ペア
についてペアリングから抱接までの時間を計測し
たところ，2日目では 27.18分，58.60分，12.42
分，8.78分および 22.30分，3日目では 14.78分，
8.13分，14.38分，3.22分および 2.95分であり，
ペアリングから抱接までに要する時間はペアごと
に様々であった（Table 4）．興味深い結果として，

Day 1 Day 2 Day 3
Spawning (%)

Control 100 100 100
Unilateral 100 100 100
Bilateral 100 100 83

Fertilization (%)
Control 99.0± 2.6 98.2± 5.6 97.8± 3.0
Unilateral 98.2± 1.5 99.2± 2.8 97.0± 5.2
Bilateral 100 100 96.7± 7.5

An olfactory blockage was subjected to females during 20:00–21:30 for obser-
vation on day 3.  Occurrence of spawning was examined in eight pairs in each 
category.  Females released 10-30 eggs in each spawning.  Fertilization indicat-
ed by averages and standard errors.  Fertilization rate in day 3 of bilateral male 
group obtained from eggs spawned by five pairs.

Table 3.　Occurrence of spawning and fertilization rate in mating of intact male 
with intact (control), unilateral and bilateral females in experiment 1

Fig. 3.　Frequencies of mating behavior atcs in the control 
group.
White and dark bars represent the results on days 2 and 
3, respectively.  Columns and bars represent averages and 
S.E.s (n=10).
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雄は抱接（放卵）を終えた雌に対しても，したが
い，求愛定位および求愛円舞を行うことが観察さ
れた．Table 4に，抱接の前後における各行動の
頻度の内訳を示した．各行動について観察された
回数には 2日目と 3日目との間で有意差はなかっ
た（paired t–test, P>0.05）．4日目には，すべての
ペアで産卵が確認された（Table 5）。
片側鼻孔封鎖群　片側鼻孔封鎖群では，観察
した 10ペアすべてで 2日目，3日目ともに抱接
が観察された（Fig. 4）．したがい，求愛定位，求
愛円舞，交叉については，2日目に求愛円舞がみ
られなかったペアが 1組あったほかは，すべての
ペアで観察された．各行動が行われた平均回数
は，2日目では，それぞれ 21.8± 2.9，25.8± 3.7，
10.4± 6.3および 1.9± 0.5であり，3日目では
それぞれ 17.4± 4.7，19.3± 5.0，5.8± 1.8およ
び 2.3± 0.8であった．ペアリングから抱接まで
に要する時間を 5ペアについて計測した結果，2
日目は 3.18分，9.42分，39.63分，4.77分および

Pair 1 Pair 2 Pair 3 Pair 4 Pair 5
Day 2

Time required for “wrapping” 
following pairing (m) 27.18 58.60 12.42 8.78 22.30
Frequency of behavior before 
and after “wrapping” before after before after before after before after before after

Following 9 4 29 1 3 9 1 8 9 7
Positioning 15 9 36 0 5 10 1 10 9 23
Quick circle 7 3 58 0 1 7 1 3 2 16

Day 3
Time required for “wrapping” 
following pairing (m) 14.78 8.13 14.38 3.22 2.95
Frequency of behavior before 
and after “wrapping” before after before after before after before after before after

Following 4 6 9 17 3 3 1 14 4 11
Positioning 15 11 11 22 3 12 2 17 1 29
Quick circle 6 15 4 24 1 2 2 24 2 21

No male was subjected to an olfactory blockage.

Table 4.　Time required for “wrapping” and spawning followed by initial pairing and frequencies of “following,” 
“positioning” and “quick circle” before and after “wrapping” in five control group pairs in experiment 2

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4
Spawning (%)

Control 100 100 100 100
Unilateral 100 100 100 100
Bilateral 100 100 0 100

Ten pairs examined in each category.  An olfactory blockage was subjected to males at 8:00 on day 3.

Table 5.　Occurrence of spawning in mating of intact females with intact (control), unilateral and 
bilateral males in experiment 2

Fig. 4.　Frequencies of mating behavior acts in the 
unilateral group.
White and dark bars represent the results on days 2 and 3, 
respectively.  An olfactory blockage was subjected to males 
at 8:00 on day 3.  Columns and bars represent averages and 
S.E.s (n=10).  Asterisk indicates a significant difference 
between day 2 and day 3 (P<0.05, paired t-test).
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38.45分であり，3日目は 2.57分，35.32分，9.75分，
43.83分および 23.07分であった（Table 6）．また，
本実験群でも抱接（放卵）後の雌に対して雄がし
たがい，求愛定位および求愛円舞を行うのが観察
された（Table 5）．各行動の平均回数について，2
日目と 3日目とで比較すると，したがいと求愛
定位では有意差が認められなかったが（paired t–
test, P>0.05），求愛円舞については鼻孔の片側閉
鎖前に比べ閉鎖後で有意に頻度が低下した（同 , 
P<0.05）．4日目にはすべてのペアで産卵が確認
された（Table 5）． 
両側鼻孔封鎖群　両側鼻孔封鎖群では，2日目
には求愛円舞が 1ペアでみられなかったほかは，
観察した 10ペアすべてにおいて抱接が観察され
たが，3日目では交叉と抱接はまったく観察され
なかった（Fig. 5）．ペアリングから抱接までに要

した時間は 15.15分，49.05分，57.57分，12.92分
および 14.87分であった（2日目のみ．Table 7）．
本実験群でも 2日目の雄は産卵後の雌に対してし
たがい，求愛定位，求愛円舞の各行動を示した．
2日目に観察された各行動の平均回数は，34.1±
4.3，31.9± 4.6，17.6± 4.8および 1.4± 0.3回で
あった．一方，3日目では，抱接だけでなく交叉
もいずれのペアにおいても観察されなかった．し
たがい，求愛定位および求愛円舞が観察された平
均回数は，それぞれ 7.4± 1.5，4.5± 1.7および
0.2± 0.1であり，いずれも 2日目との間に有意
差が認められ（paired t–test, P<0.05），両側の鼻孔
封鎖によってこれらの行動の頻度も低下すること
が示された．このうち，求愛円舞は 2ペアで観察
されなかった．4日目には，すべてのペアで産卵
が確認された（Table 5）．

Pair 1 Pair 2 Pair 3 Pair 4 Pair 5
Day 2

Time required for “wrapping” 
following pairing (m) 3.18 9.42 39.63 4.77 38.45
Frequency of behavior before 
and after “wrapping” before after before after before after before after before after

Following 3 26 3 20 8 3 1 18 7 2
Positioning 1 10 11 28 6 6 1 45 17 10
Quick circle 1 2 11 7 3 1 3 9 14 2

Day 3
Time required for “wrapping” 
following pairing (m) 14.78 8.13 14.38 3.22 2.95
Frequency of behavior before 
and after “wrapping” before after before after before after before after before after

Following 1 14 10 3 3 3 1 2 2 4
Positioning 1 15 17 8 3 1 4 1 11 4
Quick circle 1 2 9 3 3 1 1 0 2 0

An olfactory blockage was subjected to males at 8:00 on day 3.

Pair 1 Pair 2 Pair 3 Pair 4 Pair 5
Day 2

Time required for “wrapping” 
following pairing (m) 15.15 49.05 57.57 12.92 14.87
Frequency of behavior before 
and after “wrapping” before after before after before after before after before after

Following 10 36 39 8 41 0 19 31 6 10
Positioning 6 38 14 11 52 1 4 33 10 11
Quick circle 1 24 4 1 42 1 1 18 5 7

Data indicated on day2 before olfactory blockage.

Table 6.　Time required for “wrapping” and spawning followed by initial pairing and frequencies of “following,” 
“positioning” and “quick circle” before and after “wrapping” in five pairs of unilateral male group in experiment 2

Table 7.　Time required for “wrapping” and spawning followed by initial pairing and frequencies of “following,” 
“positioning” and “quick circle” before and after “wrapping” in five pairs of bilateral male group in experiment 2



メダカの産卵と嗅覚 121

3日目における各行動の実験群間での比較　行
動観察の 3日目について，対照群，片側鼻孔封鎖
群および両側鼻孔封鎖群で各行動が観察された
回数を比較した．その結果，したがいと求愛定位
は，両側鼻孔封鎖群で対照群に比べ，行動の頻度
が有意に低く（Dunnettʼs test, F(2, 27)=3.79, P<0.05; F(2, 

27)=7.00, P<0.005），鼻孔閉鎖による影響が示された．
また，求愛円舞については片側鼻孔封鎖群と両側
鼻孔封鎖群で対照群に比べ，頻度が有意に低かっ
た（同 , F(2, 27)=14.03, P<0.001 ）．交叉については片
側鼻孔封鎖群と両側鼻孔封鎖群ともに対照群との
間に有意差は認められなかった（同 , F(2, 27)=5.53, 
P>0.05）

考 察

本研究では，メダカの産卵行動における嗅覚の
関与の有無を明らかにする目的で，匂い物質（嗅
覚刺激）の受容を阻害した個体を用いて産卵行動
の観察を行った．すなわち，左右一対ある鼻腔両
方の内部に匂い物質が入らないように鼻孔を接着

剤で封鎖した個体，片側の鼻孔を封鎖した個体お
よび鼻孔封鎖をまったく行わない個体での行動比
較を行った．その結果，雄の左右の鼻孔を封鎖
し，完全に匂い物質の受容を阻害すると，それ以
前まで産卵行動を続けていたペアであっても産卵
が行われなかった．一方，鼻孔封鎖を片側のみ，
あるいはまったく行わない個体では産卵がみら
れ，メダカの雄では，産卵の成立に嗅覚の関与が
不可欠であることが示唆された．これに対し，雌
では，鼻孔の封鎖の有無にかかわらず産卵行動が
成立したことから，雌では産卵の成立に嗅覚の関
与が必須ではないことが明らかとなった．これま
での筆者らの研究から，キンギョでは雌雄ともに
産卵の際に嗅覚が必須であることが示されており
（Kawaguchi et al., 2011），魚類の場合、産卵時の雌
における嗅覚の関与は種によって異なると考えら
れた．
以上の結果を踏まえ，雄の場合について産卵を

詳細に観察した．その結果，両側の鼻孔を封鎖し
匂い物質の受容を阻害すると，「したがい」から
「抱接」に至るすべての行動が影響を受けること
が示され，特に「求愛円舞」までの行動が示され
た場合であっても，「交叉」と「抱接」はまった
く行われなくなることが明らかとなった．これに
対し，片側鼻孔封鎖群，対照群ともに交叉，抱接
が観察された．片側鼻孔封鎖群の雄は，片方の鼻
腔のみが解放されているため，対照群の雄に比べ
て匂い物質の受容量は少ない可能性があるが，抱
接が成立したことから抱接可能な十分量の匂い物
質を受容し，嗅覚情報を得られたものと考えられ
る．一方，接着剤による鼻孔の封鎖は，嗅覚の遮
断に加え嗅覚器に傷害を与え，生理的な傷害か
ら行動を減少させた可能性も考えられる．これ
は，実験 1の雄の両側鼻孔封鎖群において，接着
剤を除去した 4日目，5日目で産卵行動を行った
ペアの割合が低下したことからも推察できる．し
かし，鼻孔封鎖後の個体の遊泳に異常が認められ
ないこと，片側鼻孔封鎖群のすべての雄が抱接を
行ったこと，そして，実験 2において接着剤を除
去した 4日目に両側鼻孔封鎖群を含むすべての雌
の放卵が確認されたこと，などから接着剤の使用
が嗅覚刺激の受容を物理的に妨げたこと以外には
雄個体の条件に甚大な影響を与えなかったものと
判断された．これらのことから，メダカにおいて
交叉および抱接（放精・放卵）の成立には，嗅覚
が大きく関与していることが示された．
本実験において，各実験群で受精率を調べたと

Fig. 5.　Frequencies of mating behavior acts in the bilateral 
group.
White and dark bars represent the results on days 2 and 3, 
respectively.  An olfactory blockage was subjected to males 
at 8:00 on day 3.  Columns and bars represent averages and 
S.E.s (n=10).  Asterisks indicates significant differences 
between day 2 and day 3 (P<0.05, paired t-test). 
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ころ，両側鼻孔封鎖群では鼻孔封鎖を行った翌
日（実験 1の 4日目）の受精率が片側鼻孔封鎖群
や対照群に比べ，著しく低い値であった．なぜ，
このような結果がもたらされたかについて現段階
では不明であるが，次のような理由が考えられ
る．前日（同 3日目）の産卵が行われなかったこ
とから，雌が放出した卵は前日に生み出されず 2
日間にわたり卵巣に保持されたものであり（いわ
ゆる過熟卵），多数が受精能を失った可能性であ
る．Kjsbu （1989）は，タイセイヨウマダラ Gadus 
morhuaにおいて，適切な放卵の時機を逸した卵
の受精率がきわめて低いことを報告している．同
様の現象は，異体類 Scophthalmus maximusにおい
ても報告されている（McEvoy, 1984）．したがっ
て，メダカにおいても放卵時機を過ぎて卵巣内に
長期保持された卵が受精能を失った可能性が考え
られる．接着剤の化学成分が卵の受精を化学的に
抑制した可能性については，雌の鼻孔封鎖実験に
おいて受精卵がほぼ 100％であったことから，な
いものと考えられる．
魚類では，キンギョにおいて雄の嗅球と終脳を

結ぶ嗅索を切断して終脳への嗅覚情報の伝達を遮
断すると，雌との産卵行動が不可能になること
から，産卵行動への嗅覚の関与が示されており
（Stacey and Kyle, 1983），さらに雌から放出される
フェロモンの存在についても明らかとなってい
る（ 小 林，2002；Munakata and Kobayashi, 2010）．
すなわち，卵成熟誘起ステロイドである 17α,20β-
dihydroxy-4-pregnen-3-one（Dulka et al., 1987）およ
びプロスタグランジン F2α（PGF2α）（Sorensen et 
al., 1988）のフェロモンとしての働きである．卵
形成過程において卵母細胞の卵黄蓄積が完了する
と，下垂体からの黄体形成ホルモン（luteinizing 
hormone, LH）の大量分泌により，卵成熟，排卵
が起こる。LHの作用により卵巣で産生される卵
成熟誘起ステロイドは，雌体内では卵成熟を誘起
し，体外に漏出することで雄の嗅覚系を刺激し，
雄体内での LHの分泌促進とそれに続く精液量の
増加を引き起こす．また，排卵後，卵巣で産生さ
れる PGF2αは，それ自身が雌の産卵行動を誘起
するホルモンとして働くだけでなく，体外に漏出
してこれを雄が嗅覚系で受容すると，雄の性行動
を誘起するフェロモンとして働き，雄は雌の追
尾をはじめとする一連の産卵行動を示す（小林，
2002；小林・足立，2008；Munakata and Kobayashi, 
2010）．さらに，外部から投与した PGF2αが，排
卵していない雌のキンギョに対してホルモンと

して働いて雌の産卵行動を誘起するだけでなく
（ただし，排卵していないので放卵はともなわな
い），体外に漏出した PGF2αがフェロモンとして
雄の産卵行動を誘起する（Sorensen et al., 1988）．
そして，メダカにおいても，キンギョの場合と同
様に，非排卵雌に PGF2αを投与すると雌雄の産
卵行動が誘起されることが示されている（Oshima 
et al., 2003；Nakayama et al., 2004）．これらの結果
から，メダカにおいてもプロスタグランジンが
フェロモンとして働いていると考えられ，本実験
で嗅覚を遮断された雄は，雌から出されるプロス
タグランジンの受容を阻害された結果，抱接まで
至らなかった可能性が考えられる．メダカにおい
て交叉と抱接を成立させる嗅覚刺激となる物質
（フェロモン）の同定は，プロスタグランジンの
可能性を含め，今後の課題である． 
本研究では，雄が産卵前の雌に対してのみなら

ず，腹部に卵を保持した産卵後の雌に対しても求
愛行動を示すことが観察された。たとえば，対照
群では，ペアリングから抱接まで 58.60分を要し
たペアでは，したがい，求愛定位および求愛円舞
のほとんどが産卵前の雌に対するものであった
が，ペアリング後 3.22分や 2.95分といったよう
に早期に抱接したペアは，雄が示す求愛行動のほ
とんどが抱接後のものであった（Table 4：Day 2
の pair 4および Day 3の pair 4, 5）．こうした傾向
は片側鼻孔封鎖群の 2日目および 3日目（Table 
6：Day 2の pair 1, 2, 4 および Day 3の pair 1），両
側鼻孔封鎖群の 2日目（Table 7：pair 1, 4）のそ
れぞれで認められ，メダカの雄は産卵後の雌に対
しても求愛行動を示すことが明らかとなった．な
ぜ，メダカの雄が産卵後の雌に対しても求愛を行
うかについての詳細は今後の検証課題であろう．
しかし，野外の池に生息する野生型のメダカでも
腹部に卵を保持する雌に対し，雄が求愛円舞を行
う様子が観察されており（小林ほか，2012），本
研究の結果が実験水槽という閉鎖された環境下で
の特異的な行動ではないと判断される．先に触れ
たように産卵に際して雌がフェロモンを漏出する
可能性を考慮すると，雄はフェロモンによる嗅覚
刺激を受け続け，これにより産卵後の雌への求愛
行動を示した可能性が十分考えらえる．さらに，
これらの結果から，いったん嗅覚的に性的な興奮
を覚えた雄は，求愛する相手を視覚的な刺激より
も，おもに嗅覚的刺激により識別している可能性
が考えられる．
本研究で行った両側鼻孔封鎖による行動観察か



メダカの産卵と嗅覚 123

ら，メダカの産卵行動で示される雄の求愛行動へ
の嗅覚の関与が明らかとなった．先に触れたよう
に，両側鼻孔封鎖群では，鼻孔封鎖をなにも施さ
なかった 2日目において抱接までの各行動が観察
されたのに対し，鼻孔封鎖を行った 3日目では交
叉，抱接が行われなかった．これらの結果から，
交叉と抱接には嗅覚刺激が不可欠といえる．一
方，したがい，求愛定位，求愛円舞についても，
両側の鼻孔封鎖を行う前後で行動回数に有意差が
認められたことから，匂い物質の受容阻害がこれ
らの行動の頻度低下をもたらしたと考えられる．
Egami and Nambu （1961）は視覚を遮断した個体を
用いた実験からメダカの産卵行動の成立には視覚
が主要な役割を果たさないことを示しているが，
本研究の結果を踏まえると，Egami and Nambu 
（1961）の結果はメダカの産卵行動には嗅覚が重
要であることに起因したものと考えられる．しか
しながら，Ono and Uematsu（1968a）は，匂いや
音を発することがない雌を模した模型に対し，雄
メダカが一連の求愛行動を行うことを示し，ま
た，本研究においても嗅覚を遮断した雄が少ない
回数ながらも，したがいや求愛定位を行ったこと
から，視覚刺激も求愛行動の成立に一定の役割を
果たしていると考えらえる．おそらく，したが
い，求愛定位および求愛円舞には嗅覚とともに視
覚が，そして交叉および交接の成立には嗅覚がそ
れぞれ関与するものと考えられる．
本研究では，メダカの産卵行動，特に交叉と抱

接の成立における雄の嗅覚の強い関与が示され
た．このことは，言い換えると正常に嗅覚系が機
能しなければメダカの産卵が成立しないことを意
味し，もし，環境水中に雄の嗅覚の働きを撹乱，
あるいは阻害する物質が混入する事態が起きれ
ば，メダカの産卵そのものが行われず，個体群の
減少を招きかねないことを示唆する．フェロモン
の同定を含め，メダカの産卵行動を成立させる嗅
覚系の関与を明らかにすることは基礎生物学的に
も，保全といった応用研究的観点からも，今後，
重要なものとなるだろう．
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