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まず樹の根を養え
……僻化事業こそ安定の礎……

政治家と魚と

私がベーリシグ海にでかける前と後で

会った政治家は幾人かある。しかも，そ

れは， 日本では北洋サケ・マスの権威で

あるかは別として，一般からは権威とさ

れている人々だった。

私も，この人々に会うまでは，彼らを

その道の権威と信じてみ，尊とい時聞を

使って会見の手続きをとり，そして会見

したのだ。

その 1人をA氏としておこう。

A氏は，圏内では北洋通として知ら

れ，その名刺には，ロシヤ文字で印刷し

た肩書までついている。ところが，私が

北洋に何回でかけましたかというと，彼

は意外であるとし、う表情で，

く僕は別に船乗りじゃないんでね>

と，なかなかうまい表現でいったもの

だ。

つまり， A氏のそれからのべたもの

は，役人がまとめた資料で、あって，彼が

そのからだで体得したものて、はなかった

のである。

<君，僕は自分で船にのってみなくた

って船員のことも，北洋のサケ・マスの

ことも， これで30年は手がけてきた人間

だよ。わけのわからんのはソ連だよ。>

門前の小僧も習わぬお経を読むの例

大 滝重直

で， 30年も同じことをしていれば，馬鹿

だって，賢しこそうには見えるものだ。

すなわち，彼は， 日ソ漁業交渉の度ご

とに，その方面の口利きとして大臣と会

い，官吏をどやしつけ，陳情ごとに宴会

をひらき，業界とわたりをつけ，ただ何

とはなしに，一つの存在としてのし上っ

てきたようである。

こうなると，もし政治的野心のある人

間ならば，水産界代表として立候補すれ

ば，当選できょうというものだ。そして

彼も当選したのだ。

こんな政治家に会っていても，胸の具
み

合がわるくなるばかりで，第一，話に実

がなし、。日本の役人は何と気の毒なこと

であろう。こんな政治家に，せっせと資

料を提供する義務を負わされ，それが生

きて政治に反映するということもちょっ

とむつかしいのだ。

日本人は顔役がすきtc..o

大勢の人の中で， とつぜん大きい声を

はり上げたり，テーブルをたたいて景気

をつけたりする人聞を<えらいもんだ>

と思いてみ，ついうかうかと彼の術中に

入るし，また自分もそんなテクニックを

覚えなくてはならぬなどと考えてしま

う。

私は，かつて，天津でイギリス総領事

ハーパート氏に会ったことがある。彼は

当時，すでに壮年をすぎ，外交官として



は，先輩級のはずだったが，考えるとこ

ろあって，すでに天津在任27年だった。

彼の中国に対する認識のふかさ，その

把握のするどさは27年の時聞を一途にか

けただけのことがあった。

彼は母国にかえると，パッキンガム宮

殿から馬車で迎えにくるほどの位階にあ

る人だった。俸給も大臣を上廻ってい

7こ。

辞典にあるエキスバートだ。彼は名実

ともにエキスパートに位する人間だっ

た。

私はそれからしばらくして，イギリス

に水産業の上で、国家的な大問題がある

と，首相チャーチルが，私宅から電話を

かけて，その決定をする諮問の相手が，

何と，スコットランドのー県にいるある

水産課長であることも知ったのだ。この

課長は，ハーバート氏のように，太洋に

位する県で，長く水産のことに当ってい

て，もう大臣級の俸給だった。

私は， ここに，その民族と国家の性格

を，実によく見る思いがする。

イギリスは資本主義国としての長い自

己体験からその生存の道を辿ってきたと

同じく，追いつけ追い越せの日本は，今

日でも，わいわい，ざわざわしているの

ではないかT
つづいて， A氏よりは，理想をもって

いるという B氏に会ってみることになっ

7こ。

彼は，ポストは， A氏と似ているが会

ってみると，まったく持ち味がちがって

いて，次のようにいい，自分はもう老年

であるから，ぜ、ひ若い日本人の手によっ

てこれを実現してほしいと，いささか遺

言めいたことを語りだした。私は，彼が
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政治界に入ったのは，水産ボスとしてで

なく農村代表であったらしいことをたし

かめて，すこしは安心した。

く僕は，南米チリのアンデス山系から

流れでる河川をしらべてきましたが，あ

そこの水は，北海道の根釧原野の良河川

と同じである。日本とチリとの技術協力

によって，あそこに大瞬化場をつくっ

たら，将来，サケ・マスは，北洋だけで

なくて，南太平洋でも成り立つと思われ

る。また，チリのかえりに南のニウジー

ランドにも寄って河を見てきたが，あそ

こにも，サケがし、たが，あれをもっと瞬

化育成すれば，日本人も，もっと他国と

繁栄できるだろうと思います。総理大臣

に個人的に話したが，非常に関心をもっ

てくれて，ひとつ百年の計をたてようじ

ゃなし、かとの話だった……。ただ僕はも

う老人になったよ。>

私は，このB氏の細かい話をノートし

てあるが，この話には真実性があるよう

に思われた。

こういうことで，私は水産庁長官に会

ってみた。彼は， 日本の政治家は獲る話

のときはさわいでくれるが，殖やすとき

はなかなかさわいでくれないのだとこぼ

した。

魚は獲る7ざけでよいか

漁業会社は魚を獲るために存在してい

る。そして，獲る量が多ければ多いほ

ど，資本は蓄積され，業務は拡大し，人

員もふくれていく。それは人間のもって

いる本能の表現のようなところもある。

私は，サケ・マスも生命体のーっと見

るものだから，それに対する漁業会社の

見解をきくために. 1日T社にでかけ
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す同，、』。

魚の匂いは，そのビルの一室まではし

ないが，

<ゃあ，元気で帰ったね，ご苦労さん，

奥さんが，けさから下の喫茶庖で、待って

たぞ!>

などという声にだかえられて，ときど

き，風呂敷包みを抱えた社員が現われて

くるのを見ると，いわゆる T社というと

ころは， 日常的に現場と事務系統が交流

していることが;;}フカミるc

北洋課長のF氏は，ついさきごろアラ

スカ近くまでサケ・マス船団の団長とし

て行ってきた人だc

くさて，僕の固からサケ・マス船団の

ことをきくというのはひどいようなもん

ですよ。僕は， この 2.3年，会社の方

向は事業拡大の道をとってるし，サケ・

マス協定量は，年々少なくなるし，太っ

た身体が細る思いでくらしてきました

よ。>

というのが，その序論であったc

日本が今日，国費で併化しているもの

は， 4億 2千万足らずだが， このなかに

ベニザケは入っていなL、o

すると，ソ連のj口Iと湖から放流または

鮮化したものが，公海にでて大きくなっ

たものを日本が出かけていって獲ってい

るというのが実状になるのではないかc

F氏の公海主張は， ここからくるもの

のようだ。つまり，これをもっと極端に

私見で表現すれば，隣家で育てたヒヨコ

が野原にでて育ったのをとってくること

になりはしないかということである。

くだって，そんなことをいうんでは，

公海が成り立ちませんよ>

公海に対する考えが，このごろ各国に

よってまちまちになってきた。

それは，根本的な問題として考えなく

てはならぬ時がきているともいえよう。

それは国家が公海でも実利を伴なうか

らにほかならなL、。

日，米，加三国条約による，西経 175

度ラインも，っきつめて考えると，

くここからこちら側に来てくれるな>

ということと同じであり，きてくれで

は，こちらが困るということを意味する

と見てよかろう。

そうならば，なぜ，そういわれている

のか，それは，相手国が日本にあまり魚

をとられると困るからであろう。

日本は，泣き落しの一手として，沿岸

漁民のことをし叫、だす。しかし， これは

国内問題として処理すべきことで，他国

に押しの一手でつきつける双としては，

いささか合理性に欠けるうらみがある。

北洋のサケ・マスは公海で育ち，ソ連

が飼糧をだしているから育っているので

はなし、。しかし，ソ連の河や湖で僻化

し，ある時期まではソ連の国土の恩恵に

よって育ったものである。それが，大部

分，沖とりでとられることはないにして

も， ソ連がそのような考えをもっ理由の

一つはここに存在することは認めなくて

はならなL、。

それでは， どうするか，それは，技術

の問題というよりは政治の問題となるだ

ろう c

グジラの漁業と，サケ・マスの漁業が

根本的に論争のちがってくる理由だ。

それを，日本の政治家は，案外，体で

感じていないのではあるまいか。

そして，政治力というすこぶる漠然と

したムードをもって，永遠的な，しかも



根本的な問題をもつことに，徒らにボス

がさわぎたてて事足れりとすることがな

L、カミ。

もL，そうであるならば，北洋のサ

ケ・マス漁業は，斜陽水産業としての運

命をそのまま担うしかあるまいし，また

担ってもよいだけの理由があるなら，そ

れもよかろう。

しかし，禿山にしておいて，山を棄て

るか，植林して有用化するか， 2つの道

があるものならぽ，国は植林の方をえら

ばねばならぬ義務があると思う。そして

国は，怠惰のゆえに禿山にしておく傾向

があると私は判断するだけの理由を発見

せざるをえない。

解化場を見て歩くと

石狩原野の中心地である江別町の河畔

にたってみると，この川がマスの階、化に

不適であることは，素人でもわかるほど

痩液によごれている。

マスが清流をこのむことアユに劣らぬ

ことを知るものは，すでに， この河の下

流にある併化場が，苦境にあって，技術

的にはお手上げの段階にきていることを

示してはいないか。

ユーラップ川もやや同じである。

釧路川の港口ちかい個所の河水は，油

と:康液によご、れていて，マスは，鼻をつ

まんでi朔江しなければなるまし、。

天塩川，西別川，岩尾別川などは，ま

ず，今日の条件を保持するために法的惜

置をきびしくとれば，長く有用となりう

るだろう。

役所だから定員がある。

定員があるから課長，部長がいる。

これは，河がにごっていることと別
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ザ冒

J、]。

私は北海道庁水産部を訪ずれた。

すると，ふしぎな現実にぶつかったも

のである。話をきいてみると，サケ・マ

スをつかまえるまでの仕事を司どってい

るとし、う。

つまり， 1尾の魚を 2人が料理してい

るわけだった。

捕獲してこれを勝化場にわたし， y際化

場では採卵して育てて放流する。

分業といえば分業になるが，それなら

仕事を単純化して 1本にしたらL火、では

ないか。しかし，現実は，そんなに簡単

に行かず，すべて日本l主役所仕事といわ

れるように事が手っとり早く行かなし、。

くこれで，大したムジュンはないんで

すがね>

と道庁の役人はいうし，水産庁は，

くやっぱり 1本化した方が L、いんで

す>

といい，政治家は

く役所のことにわしらがあんまり口を

入れると， うるさがられるしねえ>

と，問題の本質にメスを入れようとし

ないのであるつすると，サケ・マスの鮮

化場は， くさったがjにも置かなければな

るまいし， y昨化能力のある川でも，役人

の行き手がなければ，放置しておくしか

方法はなくなる。

こうなると，問題は国というものの意

志を必要とするだろうし，またそれを代

弁するはずの政治家の勉励にまつしかな

くなる。

私は， こうして，併化場は，明治維新

時代から長くこの国のサケ・マス漁業の

支えとなってきたことが大きい割りには

昌民がその任務について知らなすぎたこ
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ともわかった。

そして，不適な僻化場は廃止して，能

率のょいところは拡大して存置するとい

う転機にきていると考えた。

それは，環境をより高めるためには，

メスをいれる秋ではないかと思う。

無名戦士であってはいけない

すべての人聞には，無名戦士的な風を

尊とく思う美くしいものがある。

私はそれを尊といことに思うし，また

すべてが将軍となることもなし、。

ジープにのって，私は，いくつかの瞬

化場を見た。テレビもなく，あるところ

は，ランプのところさえあった。

電燈がまぶしすぎてランプの静けさを

味わうなら話はわかる。しかし，周囲の

文化享受の条件が進んでいるにも関わら

ず，定まった住居があるにもかかわら

ず，その任務のゆえに家族が一種の犠牲

者的な存在となることは，できるだけさ

けたいし，またみずからも避けるべく主

張がなくてはならなし、。

地方の瞬化場は，その任務のゆえに辺

地にある。子弟の教育には，みんな頭を

いためている。下宿料を 3人分も仕送る

ことができないので， 1人の進学をあき

らめてもらったという話をきかされる

と，サケ・マス漁業協定の前後に，函館

湯之川温泉でドンチャンさわぎをする独

航船の人々が，いったいこの国のサケ・

マス漁業の礎となっている辺地の人々

に，慰問使でもおくったことがあるかと

借問したくもなる。

それは，国が考えるべきだし，またし

なくてはならぬ。

個人が忍耐と宗教的な心情で情熱を傾

けてくれるのをよいことにして，そしら

ぬ風をしている傾向はないであろうか。

サケ・マスの牌化は植林事業

と同じn
私は，この 1年，ベーリング海に行き，

南千島の海にゆき，そして北海道各地の

フ化場をめぐ、った。

フ化場に泊めてもらって，そこに働い

てきた人々の話もきき，アメリカから文

献をとり，ほとんど，サケ・マスにくれ

てしまった。

私は，このことをよろこんでいるし，

感謝している。

それは，このサケ・マスの漁業に，陸

上における植林と同じ永遠不可欠な要素

があることを知ったからである。

かつて，北方の河が清浄て、あったころ

は，サケ・マスは群をなしてのぼってき

た。それは，古老たちのことばに侠つま

でもなく，文献も明らかにしている。

いまは，そうではない。

川が汚れてしまったからである。

川を汚したのは，やはり人間である。

天がもしも地を人聞の生存の幸福を保

ったために与えているものとすれば，人

間はそれを清く保ちつづけるための努力

をすることは，一つの義務となるだろ

う。

その義務をはたしていないことから，

人聞は自然の力から審判をうけなければ

ならなし、。これは当然のことだ。

もし，河川が魚の成長によい条件をつ

くっているならば，サケ・マス漁業は，

ほかの，海中に育ち，海中でとられるも

のよりも，より確実な収益を人聞にもた

らしてくれる産業となりうるだろう。



そこには，安定した見通しがたてられ

る性質がある。それが，今日，不安定な

ものとして考えられていることにむしろ

問題があろう。

ベニザケを府化培養していないのは，

これからの日本の北洋漁業にとって，致

命的な欠点となる。

かつて，エトロフのウルモベツ湖で，

谷茂平翁がベニザケの併化事業を営んで

いたことがあるが，北海道内に，ベニザ

ケの養殖場に適する川と湖をもとめ，こ

れが養殖を計らなければならなL、。

他国で培養したものを，公海であるか

らという理由で獲るだけでは，国際的に

あまりにも普遍性がなく，またそれが永

続することもむつかしいだろう。

思いきったベニザケの瞬化事業場をつ

くらなけれぽ， 日本の北洋漁業は，いつ

の臼にか，さらに暗いものとなることは

明らかである。

サケ・マスは，海でうまれ，海でそだ

つものならば，問題は，このように年ご

とに紛糾することはない。

資源がなくなれば，やめたらよいとい

うすこぶる簡単な経済論も成立する。

しかし，そうでないところが，天が与

えた一つの啓示とも見られぬことはな

L、。

もし，世界の人々が協調する以外に生

存の道がないとすれば，それは，その方

向を暗示した世にも不可思議なほど啓示

に富んだ産業となるだろうし，各国もそ

れに思いを致すことが必要である。

サケ・マス漁業は，経済的国際連合の

要素をふくんだ産業であるといえるだろ

う。

この見方にたつと，歴史資料を見て
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も，千島がソ連領として領有されること

は，国際的な普遍性がないように考えら

れるし，それはソ連にとってのみは良い

かもしれないが，世界の良識にとって

は，不自然たるをまぬがれなL、。

人間は，人間の力によって，失敗をく

りかえしてきた。

しかし，失敗の理由を知ることができ

るのも人間の力によることである。

私は，北洋のサケ・マス漁業が，新聞

級をにぎわす反面，その根本的な問題，

瞬化のことが国民に知られぬことをかな

しむものだ。

植林事業と等しい，そして，それゆえ

に，安定した産業となりうるものに，国

民がさらに関心をもつことがのぞまし

し、。

それは，やがて，この国を支えるモラ

ルをやしなうこととも通じるものである

から。

この安定性をもっ事業を，名実ともに

安定させるべき義務を各人がわけ合うこ

としか道はひらけないだろう。

(1961年秋)(作家)


