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ft.~は遊ぶ古ろうか? ごれは釣人にと

ってはなは7三興味のあるまに重要な問題

であろう。もし魚Lが適当7足場所で適当な

時間に遊び戯れることかあるとしても，

魚はむしろ遊んでなと丸、るよりは、餌ぞ探

しすτり，あるいはそのナこめに釣針に引掛

ってしまうごとの方が多い古ろうと思わ

れるのとにかく漁師は魚が安全な場所で

遊び戯れているかどうかについてもっと

知りたがっているのしかし魚はいかなる

時でも決して呑気に遊んでいるのではな

いとするならば，魚の行動にりいてごの

特殊は状態ぞもっと突込んで・考察するご

となど，全く無駄なごとになってくるの

魚ぞ野外から持込んで来ても，大きな

水槽に入れ七りして，行動ぞ人工的に続

けさせることが出来るのであるから，あ

る種のj誌が一心に遊ひ、]伐っている魚があ

るとすれば，注意深い魚類学者や養魚、家

ならば，はっきりとなにかb、える筈であ

る。

実際に見られる例として，一つの水槽

の中に大小様々な魚、ぞ入れて，注意深く

観察していると，小さな魚、は大きな魚、に

定期的にいhづらやしかけるの大きな魚、

は怒ってそれぞ追いかけると，小さな魚、

は追手の通れないようなずき問孔ぞ抜け

て逃げhり隠れにりする。ごよのうな煽
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動的な遊びはある時期が来れば急にやら

なくなってしまうのであるの というの

は，そのチビ助が埠いかけられていつも

のように逃げ廻っている時に，急に今ま

で・全然気がつかなかっ七大変な事態に気

がつい七のであるのそれは神の毘ともい

うべきか，つまり今まで-通れずこすきま孔

がもはや通れない位に白介が成長してい

にごとに気付いナこのfが，不幸にも時す

でに遅し忽ち迫いつかれて，その悪戯に

相当す.'S報酬として相手の大:きな魚から

ごっぴ色、、めにあわされる。そのような

ごとがあってからその魚はもう二度とご

んな遊びはしなかったのというごとぞ実

例として述べるごとが出来るの

しかし厳密にし、ってごのような行為は

水槽でなく自然で行われている行動ぞ完

全に表示するもの五というごとは出来な

いのナミから結局は釣ややる人は釣ろうと

思う魚にういて自然におかれ7二場合のご

とについてもっと精通していなければな

らぬのもし魚が実際に遊ぶもの冗とすれ

ば，水槽やタンクの中のみならず(その

中に装置や仕掛がなくても〕地や小J11や

MJI1-'¥-み湖などにおいても観察し得る筈で

ある。そして魚の棲息、場所では多分魚が

遊び戯れているのが見られる古ろうとい

う事実付、確かなr:=うに思われるの



'峻魚、(英名 Pikeといわれる淡水魚)

の場合について観察してみると，時々相

手ぞ必ず喰い殺すというわけでーもjμ、の

に，小さな魚ぞ追いかけて精一杯のエネ

フレギーぞ費して泳ぎ廻0ているごとがあ

る。この場令，それは相手巻喰い殺すと

か減ぼすとかいうよりも，困らせt:.り，

悩ませにりするごとに関心ぞ持っている

ように見える。このような偽りの攻撃が

どんなに酷い仕打ちで司あっても， それは

単なる戯れなのであろう? もし他に意

味があるとすればそれはどのように解標

すべきでトあろうか?

峻魚、は淡水中の最も恐るべき残忍、寧猛

な掠奪者ともいわれているにも拘らず，

小魚そ追いかけて，しかもなぜ餌として

捕食することを控えるの記ろうか? ご

のような行為はどう考えてみても遊び戯

れているとし、うのでなければなんとし

ても理解の出来ないことである。しかし

ながら，いまf三に外に解轄のりけようが

ないというわけでーはないのそれは多分，

今一寸前に何かにらふくぢ込んで・いるか

も知れないのそして今のとごろ別段食べ

たという気持にもなっていないので，い

つかは食べられてしまう餌の前を只何気

なく通り過ぎる以外には何も企てjμ、の

かも知れないの

占一般的に知られているごとのーっと

して綾魚の腹の中はいつ裂いてみても多

数の小魚、の死骸がうまついて，絶聞なく

食べていることが認められているの淡水

界における鷹のこーとくにいわれるごの魚、

が腹を減らしてJ[I・質性沿現わし，手当り

攻第に喰0てひと先ず食欲ゃなT三めすか

すことが出来すこ時には，一応附近の安全

が守られにように見えるのしかしその時
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でもどの機魚も生れつきの性分ではなは

7ご強靭であること仁は変りはない。そし

て今度は本能的に未花食べゐことが出来

るにも拘らず，あせらず，落っきはらつ

である程度のからくりぞ演ずるのであ

る。そしてそれがさらに巧妙にやるのピ

が，それがどうしてそんなことをするの

古ろうかと考える価値はあると思う。

動物(人間ぞ含めて〕の遊ぶというご

とは本能と同じように知能と金く密接な

関係ぞ有するもので，知能の低い重坊対に

は判然とも戯れる、といっすこ傾向は期待

出来ない。

ごのごとぞ判断するには入閣の子供が

遊んで司いるのを見てもわかるように遊ぶ

ということには種々な要因が含まれてい

る。そして遊ぶごとから学んす三多くのご

とはし、ずれも重要な意味ぞ持っているの

特に高等動物一暗乳類ーにおいてはますと

特に知能の高い肉食類においては，年齢

の若いものほど良く遊ひ、戯れている。そ

れは只単に閉ぢ込められ七エキルギーの

発散というごとで楽しみとか慰めや得る

とh、うばかりではなしその意味は，ご

の世tの定められた法則の中で出来る限り

長く生き延びなければならぬというため

の下持えなのである。つまり遊びによっ

て如何にして狩るか，如何にして追跡、や

するか，如何にして忍ひa寄oか，あるい

は如何にして捕獲し七り殺したりす b

か，まに如何にして戦うかとか強敵から

逃れるかや学ぶのである。そして多く遊

ん花もの程敏腕で-効果的で実力のあるテ

クニツクや修得するのであるの

仔犬について観察してみると， スリッ

パや佼えて，や1三らと振廻すのは只単に

その行為ぞ楽しんでk、るわけではなく，
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その靴や履物類は，殺すかあるいは痛め

つけてやろうとしt::餌食克ったの冗が，

やがてその無生物に対して明らかに気の

ぬけたような態度ぞ示す。

まt::，管もなく忍ひ、寄ってiJ、島やねず

みをとる猫の仔でも，動物園にいるライ

オンの仔でも，・兄弟同志または親と遊び

か念す か念す

方俊魚、釣の気狂い達にいわせると検魚は

決定的な間抜けであると認めている人が

実に多いのである。それは多少理由がな

いわけではなく，t::とえそれが決定的に

正しい見方であるとはいえないにして

も，彼等はかなり自信ぞ持ってごの魚の

知能の程度をそのように断言するかであ

戯れるという媒介ぞ通して，いがみ合つ る。

たりしているのは，如何に闘うかあるい それはそれとして掠奪者か遣はぎのよ

うなごの魚は一一利口であっても間抜け

であっても一一常に訓練は必要で，そう

でなければ油断だらけになり警戒心は緩

まり，tさんだんと動作は緩慢になり，遂

には食~失い衰え果てて餓死してしまう

乙とになる。それ故に一時的に満足ぞ得

て食欲がない場合といえども追いかけ廻

すごとによって餌をとる技術ぞ維持せん

a努めているのであゐ。そのためにわれ

われの知る限りにおいては一つの理由と

なるのであろうが，釣人の希望がしばし

ば裏切られるのはその餌ぞ食わないで追

いかけ允り dつついたりするだけに止めら

怯如何に自己を防衛するかぞ学んでいる

ので・ある。

まt::，ふざけ好きなキツネの仔は最も

良く教育されている。彼らの時間の大部

分は批評眼の高い牝狐の監視の下に将来

使うとごろのI策略の猛練習が行われる。

それによって変通自在で佼精千変万化に

あらゆる遊びの機会ぞ通じて危険から逃

れる之とに熟達しているのである。ます三

完全に成長してからでさえも遊んでい

ゐ。それは単に戯れというのではなく自

己の技術そ保持するというための訓練な

の記。とにかく，肉食動物は遊んでいる

暇なrないのである。

動物系列図では魚はどこに位置する

か。脊椎動物としては低い位置にあるの

すごが動物学的尺度からみれば暗乳類ある

いは鳥類と同む程度の知能は認め難い。

今や世間一般まず三当然釣人の聞では魚は

知能ぞ持っているかという問題が盛に討

議されている。鱒釣り遠の大部分の者は

魚類学者が思っているよりももっと鱒は

知能的記と認めている。

鰹は一般的には利口で用心深く巧妙で

術策に長けた魚であるといわれるに充分

記とされている。実際，漁師と同様に研

究者も鯉は淡水魚の中で司も最も利口なも

のの一つであるとされている。しかし→

れるごとである。

薄暗い影と透明なプラスティックのよ

うな光が交錯し不気味な深淵と，危険な

浅瀬とそして水棲植物の縛れ合った水界

のジヤンクツレの如き弱肉強食の世界にお

いては， さしも強豪を誇る検魚、も過去の

実績に自信そもって安閑とはしておれな

いのである。それ故に一見して無害で単

なる茶目気による戯れかの如くに見受け

られるものが実はいさ'腹が減った時の死

や賭しず三攻撃の訓練なのである。

では，はたして魚は遊ぶのか? われ

われは魚が本当の意味で戯れるというご

とやもはや除外しなければならないのか

? われ-われはしばしば魚がいかにも本



当に遊んでいるとしヵ、思えないような行

動を見らことがあi50 彼等は水藻の間ぞ

ふざげながら跳ね廻ったり，飛上ったり

しながら泳いで-いる。そして互いに相手

ぞ追いかけず三り逃げ廻ったりしているの

ますこ泥の多い小JIfや水平の散夜しずニ浅瀬

では“Follow-my-leader"Cアメリカの

子供の遊びの一つで誰かが先頭になって

溝ぞ飛び越えすこりハシゴぞ登つhり，塀

t.e乗り越えhり，狭い所ぞくぐりぬけt
りすると他の者がそれにういて行く〕の

ようなととぞやっていb。ま牝山聞の小

沼の短い小枝がまばらにあるような岸辺

では，大きな鯉が水面に口ぞ出してノfク

パクとやってい七り，尾ぴれでパシヤパ

シヤと水やはね返す昔が鳴り響いhりす

るごとがある。そのような時人聞が行っ

てみても目にうつる限りにおいては餌な

ど近くには見えないし， まず三それらしき

ものも見当らないし刺戟となるようなも

のさえ見当らないの肥え七立派な鯉は彼

自身の生命の喜び以外の何ものでもな

く， 1三記そうしてみにいという気持ちで

自己の神秘的な世界からひょっごりと釣

人の前に現われ1:-のかもしれないのある

いはそうでないかも知れない。しかしま

にごとに- 0のごとを考えてみるごとが

出来るが，そいつぞ何とかして証明しよ

うとなると残念ながら容易にはなし得な

いのであるの

魚類や昆虫l吉、遊ぶということは認めが

たいと主張してきたが，それは広義の意

味では確かにそうであろうが，広義とい

う言葉ぞつけ加えたのは，つまり決定的

なものでなく討議されるべき問題である

というごとである。

即ち，われわれは魚、が遊ぶということ
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がしばしば雌ぞ求めるとか産卵に密接な

関係者ヲ有することは良く知っているの 7三

から人間にとっては遊んでいるとしか思

えないごとが，実は魚、にとっては非常に

真面白な厳粛なものであるかも知れな

いの鈍感で・のろまな種類の魚でも産卵期

には不思議にもおどけfてあらゆる風変り

な行動に耽ける。そしてそれが、イカレ

ナこなーと思われようと恐るべき敵が傍に

いようとそんなごとは忘れ去って彼等

は捕れ動く水草の間ぞ通ったり，浅瀬の

泥の上耳冷診煙早ぞP曳きながら転がり込ん℃

る。そして雄は滑稽なほど興奮して雌の

従者となっているのである。

ごのような刺戟は生殖的衝動として繰

返される。恐らくそれは極めて奇的な一

見不可解な態度であり，それがしばしば

莫然とも遊ひ、と定義されるものであろ

う。それに関連してつぎのようなごとも

考えられる。それはある魚類，例えば鯉

の類は産卵期にはもはや餌など問題では

なく自己の求愛にすべてが盲目となるの

であろうか，気の短い釣人が6月中旬頃

に釣糸ぞ下しずこり上げ七り何回繰返して

みても， またいかにたくみに餌ぞやって

みても，鯉は一向に興味t.e感りないらし

い。その七めに釣のシーズンが終りに近

づいて，いよいよごれが長後の日立とい

う時みナニいにさっぱり釣れないのであ

るの釣人はずニめ息、ぞっきながら残念がっ

てあきらめるのであるが，魚はそれ以前

にすでに生殖期にあるかあるいはその準

備ぞしているのであろうのとれらの魚が

遊びに熱中しているのかどうかわからな

いが，いずれにせよごのような時には釣

人にとっては同じごとで魚は一向に釣れ

ないのである。(国調査課，技官〉




