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ガレン組行

1. 出発から上陸まで

今年は場長に行ってもらうようになる

かも知れないとの話しがあったのは大分

前のことであった。これは有難いとその

日の来るのを心待ちにしていたがうんと

もすんともいって来なし、 7月上旬に東

京出張のおり，聞いて見たら一行は 8名

(北水研内橋さん，今回さん，水産庁大

槻さん，古野さん，外務省本田さん，高

橋さん，小生に嘱託の井上通訳〕で 7月

23日に札幌集合で 25日稚内出航とのこ

とである。注射.写真，印鑑などを準備

する(予備知識を吸収するために荒井，

佐野，西野.木村さんなどからいろいろ

と話しを聞いた。 7月23日夜の汽車で

場員皆さんの見送りを受げてやっと出発

することが出来まずまずと一安心した。

車中でいろいろと聞いて見ると本年度

;主従来のように全員が同一行動をとるの

でなく三班に別れてー班はカムチヤツカ

二班はサガレン.三班a海上調査に別れ

るという。ところがサガレン班の出張命

令を出すに際し日本政府はサガレンを日

本領として樺太に出張命令を出したが現

実にはソ連領となっており旅巻にサイン

をもらわねばならず，その思想を整理す

るので時聞がかかったのだという。

われわれは 7月25日の未明 (4時〉水

産庁監視船第 1京丸で稚内を出発しネー

ベリスクに向った。右舷側に見え出して

来た山並は大きく壮大で船にのしかかつ

て来るような気がする。皆だまって山を

ながめていたが戦争というものがこの巨

大な樺太とし、う財産を失った思いにふげ

っているようだった。約9時間半でネー

ベリスグ沖に到着したが緑の山並の中に

4階 5階の建築が並ぶこの街の姿は誠に

美しし、。恐らく戦前の姿は既になくなっ

ているのだろう。やがてソ連国旗をなび

かせながらランチがやって来て，いわゆ

るスラブ式のひげをはやした水先案内人

が乗込んだ。14時に接岸した。船の舷側に

はすぐ沿岸警備隊の兵隊が 2人立って上

下船を見張り写真は駄目だとしづ。たち

まち 3，40名の港湾労働者や町の人たち

が集って来て何やらしゃべっている。女

性労働者がスカートに長靴をはいている

のが何か印象的だった。船にはやがてマ

ニキュアをした美人の防疫官と税関吏と



2名の沿岸警備隊の兵隊が入って来て上

陸手続をはじめ約 2時間かかって友好裡

に終った。時計が何時かとその一人に聞

くと私のと 2時間ちがう， 1"成程ソ連時

間ですね」ということでわれわれは 2時

間時計を進めた。ソ連の時間で17時に上
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2. ソ連の行政組織

われわれの見て回った水産関係の役所

にはソ連邦直属の役所と連邦構成園 (20

カ国位あるらししうの一つであるロシア

共和国の役所とがあった。次に図示す

る。

之主主主巨金重

漁業省(漁業国家委員会〕

融資源ゐ 学術調査担本部
漁業調整本部 〆 、

(日本の局にあたる) 1:肝耳夜|口'E/'~副主一
↓ |業海洋学 11業海洋学

各洲魚族資源 i 研究所 11研究所
保護調整部 1 (略称チ 11

↓ I~三2_11(7"三Eニユ
→サハリン洲調整部 | | 、支所

ムチヤッカ洲 | 
|→カムチヤッカ支所

→治海洲 | 

→アムーノレ洲

→マガダン洲

l→沿海洲支所

→マガダン支所

これは国の直属機関である漁族資源保

護調整部と略称チンローと呼ばれている

研究所の系統図であるが調整部というの

は密漁取締僻化場のない河川の天然、産卵

床の保護及び後に図示するロシア共和国

に属する僻化場に対する指示，指導，連一

絡などを行う役所でありチンローは日本

流にいえば水産庁の調査研究部にある各

研究所に該当するものである。

ロシア共和国に属する役所には次のも

のがあった。

ロシア共和国大臣会議
↓ Jシア共和国国民経済会議

極東漁業総局(ウラヂオ〉
l→サガレン漁業本部(豊原〕

!→冷凍輸送船団本部
|→コンビナート部
i→魚族資源再生量部・・・1降化場管理
|→魚類探索部
i→トローノレ船田部
→北方船団部
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道路の片側に板を敷いて人道となって
し、た。

サガレン全島にある20カ所及び千島の

59昨化場はこの魚族資源再生産部に所属

し連邦の直属機関である魚業調整本部の

指示を受けているとし、う。

ここにいう国民経済会議というのはソ

連行政の最も大きな幣害といわれていた

各省聞の横の連絡を密にするために戦後

に新設された省のことで日本の農林省と

通産省の石炭石油関係を一所にしたよう

な役所だとし、ぅ。但し極東の漁業はその

比重が大きいので極東漁業総局をウラヂ

オに置き全部を統轄している。サガレン

河漁業本市は日本でいえば北海道庁の水

産部にあたる。コンビナート部はコルホ

ーズで生産されたものを買取りそれを国

の計画によって冷凍冷蔵躍詰などに作り

これを国内外に出荷するが最近は漁がな

くて困るといっていた。連邦の機関でも

ロシア共和国の機関でもいずれにしても

国家の出先機関である。いろいろと話し

を聞いて見ると樺太には北海道知事にあ

たる人はいなし、。しいていえば共産党の

サハリン河委員長がそれらしいが経済関

係の仕事はしないので地方の経済的問題

を綜合して考える人は国民経済会議議長

自動車の殆んど通らない衝に朝の音楽
が静かに流れていた。

である。いろいろの場面を見て歩いて横

の連絡が悪いらしいことが目についたが

それはこのような行政上のことが影響し

ているように思われた。

3. ネーベリスク市(本斗〉

7月26日6時30分に目がさめる。気温

を計って見ると 17度である。空気は澄

んで誠に爽快である。外務省の高橋さん

と街に出て見た。われわれの宿舎は海員

宿泊所といって連絡待合所だった。便所

は水洗だし立派だった。宿の両隣に日本

時代の寺があって内部は区画してアパー

トにしていた。ニワトリ小屋や犬小屋を

寺の回りにごちゃごちゃ建てているとこ

ろは日本の町の風景ときして変りがない

町に出てしばらく歩くと「昭和5年 6月

竣工」鳥舞橋と刻んである日本時代の橋

を渡った。コンクリートの 7間程の橋だ

ったがなつかしかった。町の片側に板を

敷いて人道となりその下が側溝になって

いた。車道はあまり良くなし、。アスフア

ルトが敷いてある。出勤の男女が黒パン

をむき出しのまま，または綱の物入れに

入れて急ぎ足で歩いている。中には子供



対岸にチンローの研究所が見える

を抱いて歩いている人もいる。子供を託

児所にあずけて 8時までに出勤する工場

労働者が多し、。産婦人科病院，共産党地

区委員会，海員学校，劇場などが裏通り

に並び落付いた街のたたずまいを形造っ

ている。中央にレーニンの銅像があり小

公園になっている。波止場に行こうと思

ったが工場が港を囲み門のところに守衛

が立っていて一般の人を中に入れないよ

うになっている。いろいろのスローガン

が門の前に張ってあった。日本のような

飲食広や広屋の看板がないので実にきれ

， 
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上陸地点から研究所までの風影漁民の住宅

L、7ご。
水兵の服装をした少年が歩いているの

でっかまえて聞くと海員養成所の生徒だ

といっていた。本斗は日本時代に水産学

校のあったところなのでやはりこのよう

な学校が出来たらしし、。日本時代の建物

も大部あるが表通りの建物は 4階， 5階

のブロック建築となり 1階が匝屋になっ

ていた。

美しいワンピースに爪を赤くしサンダ

ルをはし、た金髪の美人が歩いている風情

は全く外国の街であり，日本色は遠くに

ー「ー

ネーイリヌ? '3'1.ク.2t-下阿.
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若く美しい女性がわれわれの世話
をしてくれた(真中筆者〉

行ってしまったなとしみじみ思った。自

動車の殆んど通らない町には朝の音楽が

静かに流れていた。

4. アン卜ノーボ(ラクマ〉

7月26日からはそれぞれの班が独自

の行動をすることになった。海路3時

間の船旅を最優秀船「ドゾ、ルニー号」

(1， 500 t)でやって来たわれわれは「準

備して下さし、」というたどたどしい日本

語で下船準備をはじめた。陸を見ると写

真で見たことのある 3階建の太平洋漁業

海洋学研究所が見える。此処がチンロー

だ。研究所の周囲には住宅が少しあるだ

けの淋しいところだ。昔の楽麿と少しも

変らないらしし、。魚糧工場の桟橋に上陸

すると工場で働いている女工さんたちが

20人ばかりわれわれを迎えてくれた。

習って行った「ヅラステー」とやると結

構通じたと見えて，向うでも「ヅラステ

ー」と返して来る。物すごい蝿がし、る。

ハイヤーで 3分位で研究所につく。研究

所は東に向って建てられている。建物の

前庭には除虫菊が一面にさいていて美し

いがアメリカのように手入れは殆んどし

ていなし、。日本の寸法とちがう大型のド

人影少い静かなアントノーボ

アーをあけて内部に入ると左側の一室が

われわれの室になっていて此処にベッド

が 3台，洋服ダンス 1梓，イス 3個，テ

ーブル 2個が置いてあった。室内はペン

キ塗りたてで、清潔で、ある。電灯は 200燭
光のハ夕、、カ電球が一つぶらさがってい

る。白布のかかったテーブルには野菊が

きしてあった。窓には目高のところにカ

ーテンが張つであり床はモザイクであっ

た。この様式はその後のわれわれが見た

限り何処でも同じであった。われわれの

向いの室は臨時の炊事室で隣の室は食堂

となっている。研究所の内部をこのよう

に相等部分さいて宿泊施設にあてたこと

は旅館がなかったためだろうが大変なこ

とだったことだろう。

今日は研究所内を見学するだけで終る

としづ。念入りに見たが図書室と標本室

以外はどの室も殆んど物が置いてなく，

日本の実験室を見ているわれわれの目に

はこれが研究室だろうかと不思議に思わ

れた。余市の試験場の内部の方が温かに

立派である。しかし掃除の点ではチンロ

ーの方が良いようだった。 50年配のオ

バサンが 60糎四方位の雑布で床をふい

ている。つやを出しているのだといって



自転車遊びをするソ連の女の子

いた。互いちがし、に張つであるモザイク

の床はピカピカに光っていた。此処の役

所は前章の組織のところでも書いたよう

に格の高い役所である。管轄範囲は全樺

太と千島列島全部であり「ハボマイ諸

島」も此処の管轄だった。当該年度のノ

ルマはこのチンロー支所の研究資料にも

とづき極東漁業総局が立案しゴスプラン

の承認を受げる。それが各地区の漁獲割

当となる。計画の変更は許されないとい

う。所長の月給は 800ループ、ル (32万

円〉とかで一般労働者の月給 150ルーブ

ルから見ると飛びぬけて高い。

定員は 98名，所長の下に実験室長 5

名.上級研究員 13名がおり以下次のよ

うになっていた。

グラス (疋貝円

実験室長 5名

上級研究員 13名

初級研究員 24名

校 師 10名

技 手 12名

助 手 4名

庶 務 10名

労働者 20名

研究室は 1 魚類研究室
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革の長靴をはいたソ連の少年(真中筆者〉

2 サケ，マス再生産研究室

3 無脊椎動物海藻研究室

4 魚具研究室

5 加工研究室

外に庶務課図書室.標本室，通訳官(日

本文献の翻訳)所長付書記があり，先の

定員がそれぞれ配置されている。

1962年度予算は

422，000ルーブル

内訳 f人件費 322，000ルーブル

i研究費 100，000ループ、ル

(僻化場と研究所との関係)

サケマスの増殖に関する研究は再生産

研究室で、行っているが研究所が直接指揮

下に置いている僻化場はないので研究の

際は漁業本部の再生産部と連絡をとって

適当な瞬化場に出かける。特に重点を置

いている研究事項は次の事項であった。

人工併化と天然解化の問題

稚魚の飼育の問題

降海稚魚の計測の問題

損傷率の問題

回帰効率の問題

資源の問題

日ソ漁業交渉の資料募集

(日課〉
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われわれはここで行きに 3日，帰りに

3日滞在した。研究所で、は労働者の人た

ちは 8時に出勤し一般研究者は 8時 30

分に出勤して来る。私もそれまでには身

じまいを済して出勤しなければならない

ので毎日 6時 30分には起床した。毛布

1枚のベッドは寒い位だったが良くねむ

れた。朝の空気は気温が 17"Cで誠に気

持ち良く，殊に外に出て耳をすますと聞

えるのはラジオの音楽と野鳥の戸以外は

全く何も聞えないような静けさだった。

日本にこんなに音のないところがあるだ

ろうか。 8時に食堂に入り食卓一杯に置

かれた料理の中から野菜(きうりだけだ

が〉をとって黒パンにそえてたべた。ス

メターナという「ヨーグルト」もときど

き出してくれたが非常にうまかった。 9

時には所長室に出勤である。午後 3時ま

で研究上の討論が行なわれ 3時から 5時

までが昼食である。昼には相当の料理が

出るし酒も「ウオツカJ1"コニヤクJ1"シ

ャンベン」が出「ジュース」も出る。雑

談をしながら 2時間の食事を終ると午後

の日課に入る。午前に引続いて討論を 6

時位まですると次いで映固または音楽会

の招待である。 9時半ころ終りそれから

晩の食事がはじまる。食事終了 12時で

その日の行事が終了する。われわれは日

記の整理，ノートの整理を何時するかで

全くこまってしまった。 27日は各研究室

を一通り見学して歩いた後，ルミヤンツ

エフ氏の魚類研究室でニシンの資源調査

についての討論を行った。 28日はサケラ

マスのいろいろの問題についての討論

状況調査を行った。(サケ，マスの項に

ついては別に題を改めて書きます。〉各

研究者は非常に熱心にわれわれのために

説明してくれたし私も日本の状況につい

てゆるされた範囲で、話しをした。殊に日

本が伺故に漁獲強度を年々高めて行くの

かということについての質問が一斉に私

にそそがれたのには閉口した。サガレン

視察経過と行動図

視察地同町 向型 tJ1.察 場 所

稚 内 7.25 

ネーベリスク(本斗)17.25 I 7.26 
稚内・ネーベリスク間 10時間

海員宿泊所に宿泊

アントノーボ(ラクマ〉

ユージノサハリスク

スタノレドプスク(栄 浜)

キリロプカ(雨竜〉

アントノーボLラクマ〉

ホノレムスク(真岡)

7.26 I 7.29 I 3 I研究所内容の視察およびさけます，にしん，かに
についての討議

{ベレズニコブ鮮化場(富岡〉
7.29 I 8. 7 I 8 I~ サカロアスキー ク (大谷〕

} ク 捕獲場(ク)
1市街視察

8. 7 コンビナート視察，コノレホーズ視察，タライカ湾
にしん漁業

8. 13 8.19! 5 キリ戸ブカ静化場，捕獲場，天然産卵床

8.20 8.23 資源に関する討議，感想、の発表，カリーニン併化
場視祭

8.23 8.23 ホノレムスク市街見物(アントノーボ泊〉

ネーベリスク(本斗)I 8.24 8.25 
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には 30りの産卵河川があり，その内計数

柵のある河川が 40である。しかし確実

にやっているのは瞬化場のある 26河川

については全部親魚を計えている。僻化

場のある 26河川は次のとおりであると

教 え ら れた。(次号〉

日本時代と現在との比較表

I S*Jey~.b1t~i'í I JIJ(.~ñ!g:tJ I 1& i'JIE iUJ )11 11兎が経 1日本時代ふ化場名|収容能力|放 河 川 i営してい| ソ 連 名
1 1 i:るもの l 

武意加ふ化場 800万粒 幌内川 1 。ムイスキー

2 保恵ふ化場 500ク 4シ 2 。ポロヤイスキー

3 馬群樺ふ化場 1. 500タ 馬群濠川 3 。プガチヨフスキー

4 真縫ふ化場 100ク 真縫川

う 大谷ふ化場 1，000 -'/ ナイパ)11(タコイ)11) 4 。ソコロフスキー

6 富岡ふ化場 2，000ク ク 5 。ベレズニコアスキー

7 落帆 ふ化場 300 -'/ 落帆川 6 。レスノイ

8 伊茶天ふ化場 500ク 伊茶天川

9 遠淵ふ化場 300ク 遠淵)II(富内〕 。オホツキー

10 大典ふ化場 800タ 留多加川 8 。アニフスキー

11 多蘭内ふ化場 500ク 多蘭内川 9 。タラナイスキー

12 雨竜 ふ化場 200ク 雨竜川 10 。キリロプスキー

13 阿幸ふ化 場 500ク 阿幸川 11 。ヤスノモノレスキー

14 麻内ふ化場 1. 300ク 麻内川 12 。ソコリニコアスキー

15 大穂泊ふ化場 100ク 大穂泊川

16 多蘭 f白ふ化場 2，000ク 多蘭泊川 13 。カリニンスキー

17 羽母舞ふ化場 200 -'/ 羽母舞川 14 。ピオネーノレスキー

18 泊居ふ化場 300ク 15 。パーノレスヌイ

19 来知志ふ化場 700 -'/ 来知志川 16 。クラスポリスキー

20 幌千ふ化場 500ク 幌千川

| 川 00万粒(
11 

新 ワットウーチンスキー

18 -'/ ウオロシーロプスキー

19 ク ウロジヤイヌイ

20 イシ アドトイモフスキー
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サガレンのふ化場所在地

(1962年8月現在1
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• 

① ムイスキーふ化場(新)

① ポロヤイスキーふ化場(保恵)

(百) クラスポリスキーふ化場(東知志〉

① パールスヌイふ化場

⑦ ブガチヨアスキーふ化場(馬群海〕

① ウロジヤイヌイふ化場

① カリーニンスキーふ化場(多蘭泊〉

@ ソコロフスキーふ化場〔大谷)

¥⑥ へレズニセコブスキーふ化場(富岡〕

⑩ レスノイふ化場(落帆〕

⑪ オホツキーふ化場(富内)

@ タラナイスキーふ化場(多蘭I内)

⑮ アユアスキーふ化場(留多加)

し @ カリーニンスキーふ化場(多蘭j自)

⑮ ソコリニコフスキーふ化場(麻内j

(lli) ヤスノモノレスキーふ化場(阿幸)

③ ウオロシーロプスキーふ化場

⑤) ワットウーチンスキーふ化場

⑪ キリロアスキ{ふ化場(雨竜浜〉



ヱトロフ島ふ化場所在地

(1962年8月現在)

日 本
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アヴ斗/Jイふ花場(手意)
げ厚手77ヤ1~

連

名[収容能力 場 名 (収容能力

1l-1  2 当路ク リーポチヌイ

3 別飛 ク 2. レイドヴイ

4 紗 那 ク 2. クリリスキー

5 有璃 イシ

6 留別 'l 2. 

7 i羅臼 イシ

1. オセンユー

9 内保ク

一一ツク
3. 

11 年蔚 ク




