
事業に対する各方面からの批判か相当厳しく

加えられた。特にヰ姐からの勧告批判は厳し

かった。三原さんは関係資料の蒐集整理に努

力するとともに多くの貴重な試験研究並びに

調査報告を行っているが，この難関打解のた

め逐次合理的な改善策を図るよう努力した。

特に生産稚魚、の餌付放流による回帰率の向上

を提唱するなど，今日， 日本の人工ふ化事業

の効果が，国際的に認識されるに至った基礎

を確立した功績は大きいのである。

昭和34年には，道の要望により水産課長に

栄転した。ふ化場としては痛かったカ九将来

のため行政部面の経験も必要と考え送ったの

で、あった。丁度，第一期北海道総合開発計画

の後期5年目に当る大切な時期のなかで，水

産業発展のため努力された。

昭和36年12月，ふ化場長の退任に伴う後任

について，道と水産庁間において協議された。

後任場長として，道から 2名ほどの推薦があ

ったれ水産庁は三原道水産課長を強〈望ん

だため話合いは一向に捗らず平行線を辿った。

然るに，ふ化場長の退任は既に12月15日と内

定していたため，時間的に余裕なく当時の伊

東長官は困った困ったと漏らしていたが漸く

差し迫った12日に至って道が譲歩するところ

となり，ふ化場長の退任，新任の発令は12月

15日という珍らしい同日付となうたので、ある。

三原さんは国，道は勿論各方面からの信望厚

三原さんという人

〈打揃って町村知事に挨拶に伺ったところ知

事は三原きんに向って「惜しいことをした」

と漏したことが脳裏に残っている。そして昭

和42年4月まで 5年有余ふ化事業の推進に努

力し我国水産資源、増大の基礎に多大な貢献

をなした。

退職後もさけ・ます増殖事業協会々長を勤

めた外，内水面漁業管理委員会々長，漁場管

理委員更に水産に密接な関係のある公害防止

のため，漁業団体公害対策本部事務局長を最

後のご奉公として頑張っておられたなど，水

産一筋斯業発展のため一生を棒げたのである。

このたび勲五等瑞宝章の叙勲に浴したのも

その功績を物語るものである。

三原さんは旧札幌一中日軒む剣道の有段者

でそのうえ応援団長をもっとめたほどで声が

大きく元気で，また信念実行の人であった。

興にのると歌を一杯書きこんだノートを取り

出し「ケンタッキーの我が家J，又，ソビエト

出張で覚えた「モスコー郊外の夜」を露語で

歌い又，黒田節を唄って踊ってくれたので、あ

った。

願わくば，あの盲腸炎に打勝ったように乗

り越えてもらいたかった。拘に惜しいことを

した。

心よりご冥福を祈ってやまない。

(元北海道きけ・ますふ化場長)

秋庭鉄之

もう20年以上も前のことである。夏の 1日'J，浜なべなどをつくって大いにはしゃいで

塩谷に海水浴へ行ったことがあった。 過したもめである。勿論，三原さん一家がい

当時のレクは家族共々の参加で，浜辺には たし，私も家族連れで参加していた。

恐らく軍隊て、使ったものであろう大天幕を張 今では立派な青年になっているが，当時は
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小学生だった男のお子きん達2人が元気に走

り廻っていたのが印象的で、あった。ど、っちの

お子さんだったか，舟型の木にゴムをつけて

スクリューをまわすという誰でもが刊英の頃

に工夫する舟をもっていて，しきりとお父さ

んに舟がうまく動かないとうったえていた。

普通ならああでもない，こうでもないと父親

が手を貸してやるところだが，三原、きんの場

合はいささか違う。

rそんなもの，動く訳はない』

と軽〈一蹴してしまう。それも例によって

大きな声だから隣にいた私達は驚いたもので

ある。だが思Ijに叱っている訳ではない。子供

の方も平気なもので走り去っていったが，そ

のうちまた戻ってきて思い出したように苦情

を云うという

有様だった。

傍にいる奥

さんも只にこ

にこしている

だけ。陽性で

くったくのな

い雰囲気をほ

ほえましく見

ていたもので

ある。

その後，お

宅に伺ったと

き，三原さん

が保安官ノ〈ッ

ヂをつけてい

るのをなんだ

であった。職員の健康にはよく気を使ってい

たし，行状の悪い者には直言もした。仕事に

対しては厳しかったが，なにかの事情から人

並みには動けないような職員には意外なほど

の思いやりをもっていた。

その人σ:仕事に対する熱意は激しかった。

私との関係では，昭和20年代後半の企画課

長時代に資料係長としてその下におかれたと

き(故逸見場長は企画係長であった)にはじ

まって，場長に赴任きれてからは企画課長補

佐，課長としてその傍にあったから前後10年

位は直接の上司という関係にあった。また，

道の水産課長となり，退官して事業協会にい

ってからもなにかと仕事の関連があったから

そのおつき合いは続いていた。最後の仕事と

なった公害対

策本部時代，

私は地方廻り

から札幌に戻

って再度の企

画課長となっ

てからまたま

た仕事の関係

ができ，通算

すると20年を

こえるおつき

合いである。

その長い間

にはいろいろ

なことがあっ

た。しかし

その人のこと

を考えると元

気で積極的な様相しか浮んでこない。大きな

声，堂々とした態度………とても病気になる

とカ¥思い悩むといった印象はでてこない。

まして早遁するなどはもってのほかである。

公務の上での三原きんは多くの足跡を残

している。ふ化事業を科学的なものに仕上げ

ようとすることでは随分努カしたし，民間団

若い頃の三原健夫氏を中心に行った「千島を語る座談

会j(昭和25年)本誌主催

左から，蜂谷俊夫(故人)三原健夫(企画課長)柴田

孝一郎(事業課長)谷 茂平(協力会連合会)小野政秋

(用度係長)本間政雄(会計係)筆者(資料係長・司会)

ろうと思った

ことがある。暫らくたってお子さんがピスト

ルを構えて走り込んで来たので合点がいった

が，そのお人柄は家庭的な人だったと思う。

堂々とした態度や物腰，特有の大きな声は

感状をもらった軍人にふさわしし凡そ家族

的とか情感といった用語は当らない人のよう

であるが，外面からは考えられない情の人で

au 
qo 



体の育成や長期融資の導入による施設の整備， 機能していなかったのである。

国立機関としてのふ化場の設立や体制固めな 三原さんの考えは正しかったし，ふ化場と

ど戦後のふ化事業の基盤をつくるための活躍 いう職域からは自己防衛上からものを云える

は特に目覚ましいものがあった。 立場にはあった。その力は弱かろうとも正論

だが，終始一貫して熱意をもっていたのは であり，ふ化場が自然の保存に熱意を示すこ

公害問題に対してて、あった。今でこそ環境問 とは一向に不自然でない。しかし，なんの権

題というと誰でもが話題にすることであるカミ 限もないのに向ってゆくということは大へん

20年前は産業発展のためには多少自然の損壊 な勇気のいることである。

があってもやむを得ない，むしろ当然である 三原さんの熱意は多くの人を動かしていっ

という情勢であり，当面の経済性だけか尺度 た。関係する部局にその側で動いてもらえる

となっていた。 人がでてきたし，それに伴って企業傾IJも一つ

製紙・製糖・澱粉などの河川を汚染する工 のカとしてみるようになっていった。

場はまず立地がきめられ，建設を前提として だが，なんの権限もないのに工場内の水処

汚染の防除が検討されたものである。いかに 理をチェックしたり，建設に当っては相当に

問題があっても建設を中止するなどというこ 立入った意見をのべ，場員には職務として広

とはあり得ない。そしてまた，そのための対 範な調査をやらせるといったすすめには内外

策が企業として負担しきれないということに ともに抵抗があった。それは，もし三原さん

なれはてきる範囲での除害設備ということに がいなければ首尾一貫できなかったろう程の

なるのだから如何に正論があってもほどほど ものであった。

のところに落着いてしまう。法制上に根拠を その業績は社会的にも高く評価される。

もたないということもあるれ社会のすう勢 人によってはその立場か変れは者句変する人

Tごったので、ある。 がいるが，三原きんにはそれがなかった。 演

その頃の私は随分三原さんに教えられた。 技のできなかった人だったのであろう。変ら

私自身の考えからすれば，戦後の日本が復興 ないおつき合いができたのはそうした人柄だ

するためにはこのせまい国土をもっとも安が卒 ったことによるものだと思う。生一本なとこ

的に利用することが必要だし，できるだけ経 ろがあって，適当にすごすということができ

済企の高いものとして利用することは正しい ない人だった。

と思えたから工業中心の発展は当然と思えた。 r私にはふ化場が一番合っている』

百年後の繁栄よりも明日の経済に目を向けな という言い方をよく聞いたカ三行政や対人

ければならない時代て"あった。 関係が仕事のようなところが向かないことは

だか三原、さんに云わせると河川を汚すこと ご自分がよくわきまえていた。したがって，

は悪いことなのである。そしてこれが大事な 他えの転出はできるだけ避けていた。

点なのだが， こんなことがあった。水産課長日制℃である

『ふ化場がやらないで誰;がやる」 が，副知事で故人になられた姥子さんが

という言葉をよく聞かされたものであった。 r俺は三原の提灯をもって歩くよ』

法制上になにもなかったのだから国や道の組 と云ったことがある。その時，三原きんは

織に水質の問題を調整する部門はない。河川 即座に rそんなことはいりません』と返した

の部局は治水一辺倒だし，水産は漁獲専一， ものである。

通産は産業次促進といった方向でしか動いて 特に返事のし、る会話で、はなかったから，黙

いなかった。千古攻は非常に単純な分野でしか っていればいいものを声は大きいし，気まず
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い空気になってしまった。姥子さんの云い方

は好意的な会談といった感じだったのだが。

そんなようなことが往々に誇揮を招くこと

になってもいた。

しかし.IJ尋五にはこだわらない人であった。

後年はやらなくなったが，昔はよく名刺を貰

うとその人の前て伝票刺し(千枚通しを逆に

立てたような文具)に突き刺してしまう。ま

ことに失礼な扱いで、見ていてはらはらさせら

れたものであった。

これも気にしない例になろうが，平気て放

庇するという特性をもっていた。坐っている

時はお尻を少しもち上げるようにして「ブッ

ー」とやる。並んで、小便をしている時などは

よくやっていた。決して失礼などとは云わな

いし，平気て、話を続けている。

一度なんかは虎の門辺りで歩きながら歩調

に合せて 3-4発やられ顔を見たものである。

大日本水産会へ行く，途中亡肺活量の少い私

が足早の三原きんに仕事上の話をしながらつ

いてゆくというのはそれだけでも大変なのに，

更に聞を外されてしまって「どうにでもなれ」

と思った言E憶がある。

数年前，私が根室支場長だった頃，銀11路と

根室の宿にお訪ねしたことがあった。ギック

リ腰をやった後，どうも調子が悪いとのこと

で横になりたがっていたからであるが，この

時にはどうにも淋しそうにみえた。いろいろ

と水を向けてみても三原さんらしい語り方に

はならなかった。

考えてみるとその頃からずっとその人らし

い三原調ともいえる抑揚は低調になってきた

ようである。恐らく不調だったからであろう

し，病魔にむしばまれていっていたので、あろう。

今年にはいってからは床につくようになり，

4月には厚生病院に入院した。奥さんからガ

ンであり，も早処置なしの状態と聞かきれて

いただけにお見舞も気か重し数回しか行か

なかったが三原きんは最後まて焦操や不安を

色にはださなかったようである。病人が落着

いていて見舞う側がなんとなく落着けない恰

好のものだった。三原きんらしく最後まで大

人の風格を身につけていた。

資料を大事にする人でいろんな資料を大封

筒にいれて保存していたカ九最後の言葉とし

て奥さんに

『あの資料を使えるようにして世に出せな

かったことが残念だ』

と語っていたという。

わからないことはとことんまで聞いて書き

とめていた人だからあの特長のある文字で残

された資料は彪大なものであろう。

最後まで真面目に己が道を歩いた人である。

(北海道きけ・ますふ化場企画課長)
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「長い時間は要らないんだが……」

昭和30年，まだ千歳支場へ入ったばかりの

私にはホ水処理、というような，あまり魚学

とは近親でない分野の知識は乏しかった。も

っとも学校では、水質保護論ぃの講義はあっ

たが選択て1受けようかというときにある先

木村 義

一..，，，，，，，一川..""

輩が，「充つれば欠くるは世の習い・…ーかあ，

毎年この言葉で始まる同じ講義さ。受けるこ

とも無いきd と，更にその先輩からゆずり受

けたというノートを借してくれた。その内容

が極〈総論的なものて、あったこともあって，
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