
，~(1、はtlI'i:るか"? ， この問題については，

自然学者や水産動物学昔， そして勿論，

釣人にも屡々疑問となることである。立

が生物学者の聞には，一般的には或る割

合で示められるもので眠る魚、がし、3とい

う同意し大意見はあるよう記。しかし，

それはすべての魚、が夜になると皆眠ると

いうことではない。それははっきりして

} いるのというのは，大漁に注つ仁夜間勤
タモ

務の漁夫の手綱のq1で，f.~I，がパシヤパシ

ヤとはね廻るとし、うのは歴然fこ恥111:拠と

いえよう。では一体主任休魚が眠Jると k、

うことはどうして解るの古ろうか?。

皆さんは魚、春水槽とか，ポールとか，或

いは何かそんなようなものに入れて飼う

でしょう。そして，il.'-はがとして眠りやし

ませんよ，立って魚が目;;e閉ちt~ ところ

など見7こごとがないからね・…-・と主張す

るでしょうのしかし人聞記って，片目ぞ

聞いにまま，3)(は半分;討すちて，半分潤い

てというてもし、いのですが， そんな状態

でも平和な寝りにοいている人もいると

いう論法ぞ持出すならば，それは確問f三

る五IE拠とはいえない。 fごから皆さんの ~fl
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で，京ltまH民らぷいということぞ主張すみ

人が，一晩 tl~ 観察して，不注志にも f-.:魚

が~>>tぞ閉ちたかどうかを述べ大訟で警はな

い。とに角，徹夜までして，そんなこと

に骨折って確めるなど全く不必要なこと

記。なんとなれば，理性iは実に簡単明瞭

即ち，if_~には喰が無いのである。故に魚

は永遠に目ぞ再出、7ごままなのである。

しかしながら，我々人聞は耳ぞ閉ち3

という，物理的動作に欠けている。 f三が

寝てしまえば何も問えない。このことぞ

良く考えてみ 3と， f.~\.の日の場合と，人

|聞の耳の喝合において，全:く適切に成程

と感服させられる牝その比較に合点が行

くでしょう。或る権威右が沈思鷺K考して

眠るとk、う状態について得七五葉炉:71用

するならば， ---:1民るとし汁状態は或る

ものが我々の立識や一時的に外界からの

関↑係系ヰぞ甘断ち切つf仁こ状j態忠で

者剖都|日:圭全ミにいる場合， 様々な斤が斗ーに入って

4七;る。そオしはj犬してf韮かなものvσもなり

ればま大if，として幽かなものでもない。か

なりせわしい雑多な斤なの記。それが常

に耳に入って脳え伝達されているにも杭
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らず我々は耳ぞ聞けっぱなしで寝ること

が出来るとするならば，なぜ魚、は目~開

けっぱなしでは眠れないのか?。それは

全く習慣上の問題で，やはり魚、も眠るの

f二・。

若し本当に魚には肢がないとするなら

ば，彼等の脅性或いは生棲環境に適しに

やjか特}JIjな機能があるの古ろうという事

犬について簡単に述べてみよう。

1. ニシンやその他の魚樋にも見られ

ふようにJJ日肢と呼ばれるものがある。

(笑|捺に彼等の目には厚い透明な映が眼

球ぞ覆っている)

2. 小ずメやその他の軟骨ff.~には自由

に動かせる瞬映がある。

その他の魚種に関しては目の調節がど

うなっているかは全く好気心さとそそゐも

のである。

どんな魚、でも，我々が夜になると寝る

ように，一定の時聞があるか，或いは，

いつでも気が向い7三ら時々眠るのであろ

うか?。或ゐffdiJl学法Jは， :1ド常に用心j梁

くではあるカ"¥ ~Xる佳央兵のものを除けば

Iljjらかに一定のlば1l!1に眠ると考えている

ように。そして時iUJは必ずしも一定とい

うわりではなく多少の変化ぞ持つf範囲

である。 [n'j様に1目。亙.iJすゐ時i甘iにもそのよ

うなことがh、える。JO'X_ゐ点1、で1ま睡眠父は

休Aの状態~完会に示すものがk、る。そ

れは活気ぞ失つf三ような状態で表面近く

に停滞するのそのほかに， iU~の底，父は

わずや海の底でも，ぼんやりと， う f三 t~t)_

治していることもあるが中層では眠らな

いの時fま，偶然に，人聞がやるように

魚が横になって寝ていることがある。け

れども，それが悪夢にうなされているの

にろうなどというに五つては全く疑わ

しいもので実に物好きな考え冗といえよ

つ。

魚類学の権威，故 J.ノーマン博士は，

(イギリスの有名なカレイの専門家〕水

の中からこのような場合の眠っている

魚ぞ手で拘いあげることが出来る， とい

っている。叉，水族館で喧カレイは夜には

水槽の底の方にk、ると述べている。そし

て， トロール附が札志向や曳くと良く獲

れるとし吋)れることは， このif.1，O)許』陀ぞ
説明させる示唆を与えていゐ。というの

は， トロールは実際には底をガリガリと

り \1~いているのではなく，制のドの縁は

底から 1フィートかそこらの所ぞ曳いて

いるのである。そして昼間は砂の中に埋

まっている。更に，次のように記されて

いる。即ち，カレイ〔或いはヒラメ〕の

幼魚、は夕暮になると，底から離れて時々

海の表面に浮んでいる。 But-fish も又

正常には底にいるが，時くなると表面に

上ってくる。と長々と述べている。

今，述ベナてように，少々疑しいけれど

ちノーマン障上は， Jqlは少くとち， 24時

間のうらの或る時間は活気を失つf状態

ぞボすといっている。

凶ド1い点は，1' 7 の幼魚が昼間は群~な

してiA，~ 、でいるが，夜になると分散すゐ

のが見られる。その時，個々の魚、は海の

!えの休息所沿探し求めんと努めているの

である。それを強き乱すと敏速に舞い戻

って再び集り表面で群を作る。

プヲイアン・カーチスとし、う人は，非

常に面白く失のようなことを述べてい

る。魚、が文字通りべ、ツトに入って，掛布

団ぞ頭の上からスツポリかぶって寝ると

いっf土ら，皆さんはびっくり仰天してし

まうでしょうの 7三が斜I安心下さい。掛布



団といってもそれは我々が使うようなも

のとは大いに臭って笑は砂なのです。

とにかく他の魚には真似の出来ないこと

をやらかすのですのこのj訟は Tridiobi-

vittata (海の魚でヒタ才の一組〕とk、う

もので，一般にはスリツペリー・デイツ

クと呼ばれている ft.~です。そのft.l..~底が

砂になっている水槽の中え入れてみなさ

い。そして夜になって戻って来て電気そ

灯けて御覧なさい。そこには魚はー尾も

見えない筈です。立が良く注意して見て

下さい。小さな噴火山みたいなものが見

つかる筈ですのその噴火口は上っすこり守F

ったりしております。笑はその中に魚が

いて，その魚が僻ぞ聞いて呼吸している

からなのです。もしも，あなたがこの隠

れる時の行動ぞ目撃しすごならば， それは

あfこかも鷹術者のトリックのように思う

に違いありませんの魚、は横になって砂の

中にもぐり 2，3 r友強く尾を振ったかと

思うと影も形も見えなくなってしまうの

です。

我々は攻のことや心に留めておくべき

犯のそれは，魚も，人聞や含めナこ他の動

物も，議論の主題となるかどうかは知ら

ないが，要するに，我々が眠るという現

象については正確には知っていないので

ある。それ故に進歩した定義は数多くあ

るけれども，常に満足のいくものではな

k、。

鋭気と才能に宮ん7三生物学者，故J.ア

ーサー・トムソン博士は吋民る、とh、ぅ

範障について決定づけ7て。それは次のも

のが除かれるべきで唱あるといっている。

即ち，単なる休息と杭或いは魚類やl随

虫類に見られる多眠・昏睡・或いは催眠

状態等である。同様に，多くの下等動物

， 

37 

がするように地に伏して活気の状態ぞ失

りている時，などもすべて除外されねば

ならない。本当の睡眠というのは，一つの

リズムのヒになされるもので，中枢神経

の疲労働の状態で・あり， それが快復がなさ

れている聞のことであり，その時に，恐

らく体内の毒素や稀薄な廃物が抽出され

るもので、ある。と彼は指摘している。

更に，人体の驚異というのはかくの如

くなの記。それは，多くの器管の中で死

ぬまで動いているという否定の出来ない

事実が取残されている。それは眠ってい

る聞といえども決して調子を失うことは

ない。その意味で，生きている体の部分

には休息はないのである。これは我々が

寝食り起きたり交互に活動が出来るとの

眠るという状態やコンデイシヨンや考え

ゐ時に，絶対に避け難い問題として我々

に対宣しているのもしも，我々の意識が

忘却のさ中にある聞に，動いている機能

の秘干存在2徹底的に究極のものぞ摘むこと

がIfl，来大なら，我々は直に眠るというこ

とが何で・あるか札完全に理解問来るTご

ろう。

今，上に述べfこことと眠みという問題

との関係において，我々は高等動物記け

が眠るという設，或いは下等動物は眠ら

ないという設を屡々引用することであろ

ヲ n

7ごがそれは，あまり知的7ごといえない

一一耐を使う人聞記れまいえませんキー

ーなぜなら眠るという本質を説いたもの

ではなく，或る種の仮芦U:の休息とか休

養は肉体的に適当な回復，修理といっ7三

ものぞ確保するということに過ぎない。

例えば，モルモヅトは完全にクeヅスリと

眠るか?，或る権威者は，まさかそんな
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ことは…・.u刈、張/九一方，犬とか狛，

lらとい-')j:ような他の多くの晴乳類は，

ナごしかにウトウトとまどろむことは必要

なの7三が〔そう花とするならば，彼等も

我々がするように一応は夢うつつに動い

仁り騒hサミりもするのf三ろうが〕しかし

人間のように長k、1m， 5問調乃五 8時間

もやIJも矢1¥らないで眠り続けるということ

は1J:.い。

では高等動物にけが眠ることが!日米ゐ

として， 高物の雪之長ナごる人間の中で， 少

しか眠らな〈ても~，~、という人の場令，

その主将強d日に持むこすとえている人は，

一休どうゅうふうに，jQ;f列するのにろう

か?。この点を指摘するならば，少しの

睡眠で~ ，~、とし、う人は h冷血動物、か

ヤド等動物b か或いは動物的な機能しか

もfこなし、名う -9ーのYぅ、 f立の7K丹fiにあると

いうことにな3ではないか。眠るという

本質ぞ探し求めることなくして，その人

間カc~外界から分離されている、と k 、ぅ

今なお?F:く W~み rころのない状態ぞ知つ

77といえる古ろうか?今，述べt-ような

な考えや根本的にイ首相することや控

えるごと， l![l t) ¥'c剣に考えて眠.'si: ~、う

ことはー・休何j-'-'ろうかれこのill諭は県

しのない道そ:'J;ぺんでいるように思われ

る。

さて， ~tJび魚、に注意ぞ向 u;るならば，

WI防 ， f{~!-j"，眠るか?という質問が現われ

るのfごか， もしか、が眠るならばと k、うこ

とにして考えてみると，一体どうして釣

の名人が， そのあざやかな子高'ji;;伊仕遂げ

みのは暗し、時なの七ろうか?のこの答が

あっj=としても，それがやIJ万積という魚

会部にあてはまるというわけではない。

魚によりてはその宵性

方が良いものもいゐ。そのような場合に

は夜に釣そする方が艮く獲れゐことにな

る。}lîに夜に眠るか或いは休息巻する i!.~

がk、たとしても宗腹の7ごめに一晩中目ぞ

覚ましているとk、うことも考えられる。

又更に，或る時間に水質や気象に変化

がありて，夕暮以後の餌食が猛烈に異状

そ来し詳しく食欲ぞ増しナてということも

考えられないことではない。季節的変化

や気象学的な要因は有効な影響ぞ及ぼす

もので， このようなときに，魚、が今まで

とは達っすご時間に餌をとるかどうカ、身調

べるのは興味のあ:sことである。魚Lが眠

るかどうかは，一晩中，自分が眠いのも

いとわず，夢中になりて釣糸や釣竿にし

がみついている気遣いみ7ごいな釣人が，

h魚は夜中で唱も， どこかで必ず餌ぞ求め

てフアフラと程うているはずt:.，魚、は寝

床?寸?っすこのではないのとにかくそれ

は確か7三也とk、うている。

語喜善芋唾

選轟戸


