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釣 山 人 夜 話
中嶋 渓風

やまベと鱒の仔

ある年の春のある日，私はある僻化場

の下流でやまベの蚊鈎つりを楽しんでい

た。

おやぢ!! やまベを釣るのはし北、が鱒

の仔を釣るなよ，やまベを釣るのなら川

の上流へ行かねば釣れないよ，その辺は

鱒の仔ばかりだから十.流へ行きなよ!!

代ウルサイナッ ガミガミいうな"

市尊の仔を釣るなといってるんだ"

収鱒の仔なんか釣っていない"

にらみつけたら，どこかえ行ってしま

った。しばらく釣っていると 4人の男が

やって来た。

"釣り人さん，附化場の下は鱒の仔が

いるから， _I:jJIEへ1J-って下さいや"

今度は一寸丁寧な言葉になった。

吹うん，上へ行けというなら行っても

いいが，先の若僧の文句が気に食わねえ

俺はなあ， 日本国中どこへ行っても，魚

釣りの先生で通る男なんだ。あんな若僧

の指図はうけないよ。一応魚を釣ってオ

マンマを食べている男だから俺の生活を

邪魔する奴は承知しないよ。俺にも自衛

権はあるのだo 3人や 5人川の中へ叩き

込むくらいのことは覚悟しているんだ。

俺は鱒の仔はー尾も釣っちゃあいない。

お前たちこの中から鱒の仔をー尾でも探

してみろ。鱒の仔であればみんな逃して

ゃるよ。魚は川に一杯いるのだもの，釣

って悪いものはー尾も要らねえ"

差出したノ、ゥスカレーの縫の中をのぞ

きこんだ彼らは一言もしゃぺらなかっ

た。まず釣った山女魚を活かしているの

にビックリしたらしし、。またゆきどけ前

の川の入口で何十尾のやまベを釣ってい

た事実に驚異の眼を輝やかしていたのも

事実だ。

水温は 3度だった。

この若僧の指摘する鱒の仔というのは

生後満半歳位の稚魚が一度海に出て 3週

間位海におり，一度生まれ故郷にかえっ

てすぐまた海に行く，その上り下りの途

中のものを指すのであるが，若者たちは

魚、の知識なんか何一つなかったようだ。

この稚魚は急に海で大きくなって一人前

になり 10糎内外の魚体だがウロコがおち

やすいのでマスの仔とよんでいるが，

やまベの仔もいれば鱒の仔もいるわけ

だ。しかしもうこの時は仔という言葉は

妥当ではなL、。このやまベは降海湖上そ

して降海後産卵期までその川の海の近く

にいるわけで索餌に東奔西走するものも

いるが大きな川だと相当海中遠くまで出

るから潮流を利用して遠洋に出るものも

いるが小さい川だとその川の近くにいる

ものが多いようだ。また海に行っても身

体機能の関係で再遡上し滞川生活を続け

たり，何度も降海降湖を繰り返えすもの

もいるよう t!..o私の釣っていたのは生後
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il~l~i 1 '午、|三位の111女魚、だから川の生活が永

かったため，#If.で急速に大きくなったと

はし、え，J:!i 1省もしまりウロコもトレ央長L、

やまベであったわけで生後満半年位のい

わゆるマスの仔はまだ川の中にいたり，

あるいは海で生活をしているころであっ

た。元来やまベも鱒も同種具体であるか

ら区別することはできないのだが先方様

が鱒の仔とやまベを分けて考えているの

だから態々空とぼけて抗言したのであ

る。別にこれといって悪意があったわけ

でないが，まあ売言葉に買言葉である。

鱒とやまベについてはウガツタ論説が沢

山ある。日く鱒の卵にやまベが白仔をか

けるとやまベができ，鱒の卵に鱒の白仔

をかけると鱒になるというのだ。

代あなたはそれを実際ゃったことがあ

りますか"と聞くと返事をすることがで

きない。

つまり想像と観察の中に一貫性がな

L 、。それぢゃあ，私はそう思うといえば

いいのであるが，そうは仰云らなL、。親

切に教えてやると， 2， 3年経つとその

教わったことがその人の自説になってい

ることが多L、。しかし確固たる論拠がな

し、から別なことから触れて行くとチンプ

ンカンプンである。まあこのような部類

の人が喧々轟々としているのが現況の大

部分であるらしし、。

元来やまベも鱒も川の魚、である。<初

めにやまベ居りぬ>というわけだ。やま

べはその本能として，スイートホームを

離れて塩類と，食糧と，活動を求めて湖

あるいは海に遊行するが魚体が大きくな

る条件のものは成熟産卵を復巣しない。

ただし降海(湖〉したものは必ず一度復

巣して再降海(湖)する習性があるよう

だ。また降海(湖)しでも遡卜‘してすぐ

再降mj(湖)しなLぺ〉のιいるパこれは

またある期間経つと降下することもあり

得るようだ。その条件は体内組成の変化

であると観察している。特に震蕩圧に対

する条件などが原悶ではなかろうか。

鱒を?とる海獣や水烏は笑っている

)11へ産卵のため遡上する鱒をとると人

間が人聞を罰するような法律がある。魚

は産卵期にとるのが原則であるのにおか

しな話だ。そうして保護した稚魚は海へ

行って大きくなると鱒になり渓流で資源

保護に何の努力もしない漁師どもがわが

物顔に鱒をとっている。家の前に流れて

いる川の鱒を保護した人たちは一片ーのア

イサツも来なし、。このようにヤカマシク

いっているのに，どうしたことか営林局

が空中から毒薬をマイタリ，ネズミ殺し

の毒薬をマイタリ，農薬が流れこんだり，

防腐剤が流れこんだりして，ゆきどけの

時に幼魚が死んで、も誰も文句をいう人が

いなL、。工場汚水も同様である。鴨や水

鳥，ウミネコ，ゴミ，アヒルなどが幼魚

をとっても，これを殺しちゃイケネエー

ということになっている。トドなどの海

獣がマスをとっても殺すことはできない

らしし、。マスを食う海獣は数多くいるわ

けだ。北海道では鮭や鱒の仔の稚魚、を建

網でとって煮乾にしている。どうも私に

はわからないことばかりだ。他の生物が

みたら笑っていることであろう。(馬鹿

な人間どもよ」と私は提案する。もし鱒

のために，また鱒を中心にして物を考え

るならば，

①幼魚の保護の法律を徹底すること。

②鱒の仔を食う生物の掃滅。



⑨鱒は産卵期に川口もしくは川の巾で

取ること会原lilJとする之との

④その-fjilは国家の経費で採卵し保護

すること。

⑧川の魚は川でとることを原則とする

こと，つまり未成熟の鱒を海でとら

ないこと，海の漁師は放って置いて

も川へ来る鱒をとる労力を他に転用

するとよ L、。網 1枚あればとれるの

だ。

鱒の卵と産卵場と釣場

鱒の卵が川中の水の逆流を利用して流

水方向と逆転してその流失を免れる事は

大抵の(この万面の)学者は知っている。

だが，かぢかや鮎の卵や川虫の卵などま

で言を及ぼしている人は解L、。丁度ある

学者が卵の形をした時計を卵と誤認して

湯煮したと同じく，子・供たちが梯形算や

俵算を習っているのに 1から 100まで足

せば幾つになるかと問われて一寸答をだ

せないのと同じである。これは心の盲点

とでもいうものであろうか。人間万事こ

のような事が多し、。また，ある一つの観

念の上に立って物を考えたり，見たりす

る場合にも白いものを赤いと見る場合も

あり得る。人間ぽかりかと思ったら魚も

そんな年があるし，植物にもそんな年が

あり得る。

さて，川の水が k流の方に動くといっ

たら，さては何かを企んでいるなと，こ

のごろは子供たちがテレピやラジオの前

で勘ぐるが，川の水は反流する事がしば

しばある。一つは渦の形で反流 L，一つ

は打ち当った抵抗によって反流するの

だ。この反流が河底で、行なわれなければ

魚の卵や川虫の卵はその生活環境途上に
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おいて影響をうけるネが多い。これから

先はいわぬが花であろうが小さな雑誌の

l記事:では書ききれなL、。

私はここで釣りの事だけ述べよう。私

はこの反流の起る河底を釣り場として選

んでいる。魚の産卵場，つまり生れ故郷

またはスヰートホームである場合が多い

L，同時にえさのよく集まるところであ

るからである。特に春と秋，初冬と早春

にはもっとも大切な釣り場であり，夏季

は慧敏な大型山女魚、や鱒がその冷水圏に

潜むのである。

鱒年，鮭年，鮎年

新聞によく今年は鱒年だとか，鮭年，

鮎年だなんていう事を書いている。何を

根拠にして立論するのか詳記していな

L 、。 3年説や 4年説，あるいは他の推論

を時々口から耳え伝わってくる事があ

る。

結論を急ごう，鮭に聞いたのか，鱒に

聞いたのか，鮎にきいたのか，あるいは

他の具体的な理由があるのか一一←答は?

ソ連人の答案が正反対であると書いてい

た。勿論北海道新聞なんてのはL、L、加減

な事を書く新聞であるし，文句をつけて

も訂正しない新聞であるから， こんな倣

漫無知な新聞に何が書かれていようが問

題じゃあないが他の新聞にもそう書いて

あるから間違いがないのであろう。金星

とやらにロケットを飛ばす今日同じ人類

の中にこのように見解の相違のあるのは

如何した事で、あろう。おかしな話であ

る。

私の観察を述べよう。

①魚、の減少する原因が少なければ魚は
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沢~11古巣に戻ってくる。

⑨陀卵魚、の多少はある程)支の事ならば

大した影響をおよぼさなL、。勿論極

端にいって 1粒の卵に 2尾の魚が生

れるはずはないのだが・・・・・・卵の数と

摂理の比を比較した上の事で、ある。

しからば如何なる原因で魚、が少なくな

るのであろうか。

④完全解化の状件

⑧ゆきどけ水の状件

@寒魚の状件

@寒鳥獣の状件

⑮稚魚成育の状件

などが大きな原因である。

北洋に回避する鱒鮭はその産卵場の状

件と以上 5項の状件を観察しなくてはな

らなし、。流氷群の状件もこの 5項の中に

入る事は勿論である。これをやらないで

創 生

私の日の憐悔を書きF留めて
ななかまどの朱い'Jlが
北方の冬を敵くとき

僕たちの白い内面にも

窟Ij生を信ずる媛かし、

血潮の河が流れるの

河口は遠く海に注ぎ

だったんからありゅうしゃんからにほ

んかし、から寒流滞に仮面無く 偽繭なく

渇ける幻想からの遁走なく

憂愁湛えて ひたすら原始の河へ

故里へ種族の内秘にもだえて

遡江する 鮭たちの

想、いにつながる内
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得た答案というものは 100容の価値がな

L、。併してこれを一々調査する事は至難

な事である。他の状{牛を以て推理する事

ははなはだ無謀な事で、ある。

近くの川に産卵場を持つ沿岸の鮭，

鱒，鮎はその年のゆきどけが大変関係す

る事を銘記すべきだ。鮭の場合は稚魚降

海の年のゆきどけの状件がその鮭の産卵

のための遡上数に圧倒的な関係があるし

鱒は幼魚降海の時のゆきどけ状件の他に

サクラマスの状件にある鱒は毎年のゆき

どけと春夏秋冬の出水の状況が大きな状

件となる。鮎は大部分 1年魚であるから

その年の春のゆきどけや出水の状件が圧

倒的に関係してくるの勿論水質の幼魚に

対する状件も同じことである。

池田勇人ぢゃないが私はウソをいわな

い男である。

の 河

荒 生七谷

この鮭たちの

ざわめきは混乱の群れではない

この群れは悲痛の叫びでない
Jぶ、なけ に色づ、いたもだえは

静脈に光る淫欲の鼓動でない

愛と目覚めと

聖なる遺産の気息であったの

僕たちはこの脈縛を朝明けのように

享けつぐ 新しい一つの生命を創るため

深紅の鮭の卵よ 乳白色の生命の火よ

おそ秋の記憶にうすら陽を映っして

未来の幸福が高物に遍照するように

お前の故里が美しい故に

僕たちの故郷がかなしい故に
僕たちの愛を信す。るために

北方のまぶしい冬のきびしさを超えて

鮭たちの 生命を吹き込むのだ。




