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横 光

戦後という「時代Jの中で貯化事業に

あたえられた批判はあまりにも手厳しか

った。 r銀鱗]はその断面を画いたドラ

マである。しかし，そればまたドラマ化

された事実ともいえる。

晃
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一一一河を降りて

太平洋の波濃の中に消えて行った鮭

は，

4年後に

又生れた河へ帰って来る。

二尺の銀鱗のどこに

ふるさとの記憶を止めているのか，

その秘密は

まだ知られていない。一一一

付

195D年6月，マツカーサ一元帥は，共

産党中央委員全員の追放を政府に指令し

た。

49年来の共産党の活動ぶりと，米国の

極東政策との硬化によって， この事実は

予め察知されてはいたが，……外国の手

によって共産党の弾圧が行われたことに

今更ながら国民は敗戦の苦い現実を味わ

わされたのだ。

河瀬は， 9降化場の挨つJ弘、事務室で，

弁当をかきこみながらそれを考えてい

た。 一一一

「情けないもんだな。共産党のよしあし

まで，アチラさんの云いなりだもんな。」

向いの席から，堂本が腹立たしそうに

言って，茶をi吸った。

「しょうがないさ。こっちは占領されて

いるんだからな。」

「今度はマツカーサ一天皇か。」

「ま，我々に直接関係がないのが救いだ

がな。J
「戦争にや敗けたくないね。……米は相

変らず値上げする一方だし。」

「こっちも音を上げるか。」

「あ Lあ，独立はいつ来ることか。」

駄潤落を言っても，笑えなかった。河

瀬は弁当の混ぜ飯をやたらにつつきまわ

した。アルマイトの箱の中のボロボロの

混ぜ

り， この方が遥かに日本的象徴だと思つ

fこO

「河瀬さん，場長がお呼びよ。J
事務室へ入って来た清川のり子が，思

L、出したように言った。

「やれやれ昼休み返上ヵ、。」

「覚悟してけ。そりゃ又お叱言だぞ。J
堂本が茶化した。

札幌にある鮭鱒鮮化場の後藤場長は，

技術者というより，学問的技術者として

知られていた。……若い技術者は理論的

な面で、いつもギユウギユウの目にあわさ

れていたのだ。

河瀬の後姿を見送って，堂本はニヤニ

ヤした。

「恵いみたし、だな。親父さんのお叱言，

あいつ俺の分まで引受けだ。」

「それだけ信用があるんじゃないの，場

長の。」

のり子が混ぜっかえした。
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「ははは，そりゃ清川さんアパタもエク

ボだよ oJ
堂本はますます相好を崩した。

「し、や，確かに河瀬はひとかどの男だ

よ。頃はよし 6月，インフレーシヨンの

中にも恋は芽生えるよ。J
白粉気のな、，、頬を赤らめて，のり子が

やりかえした。

I¥'、ゃな人。一一そんなことより，放し

てやった雑魚のことでも心配したらどう

お? ここの技術者らしく。」

「なあに，連中のことなら案ずるまでも

ないき。一一一誰にしばられる訳じゃあな

い一路北太平洋に向ってるさ。」

こんな話題の時には，彼らの顔にも，

微笑が浮ぶのだ。

河瀬が，場長室に入ると，後藤場長は

いつになく，いらいらしていた。

それを押えるように，煙草をとり出し

た。

11本， どうだい。」

「はあ，戴きます。」

「これで， タバコは， この頃は， うまく

なって来たんじゃないかね。」

「そうで、すね。 1

IGHQで，タパコの販売制度を検討し

ているっていうから，一一専売局も一生

けんめいなんだろう。ははは。」

乾いた笑い戸に，河瀬は何か穏やかで

ないものを感じた。遠まわしな言い方は
あかし

場長自身が苦しんでいる証にちがいな
し、。

「全く神様みたL、なもんですね。アメリ

カさんは一一。」

場長は煙草の火を灰血でもみつぶし

た。

「ふん，そのアチラさんのことなんだが

ね， 河瀬一言。」

「はあ"?J 
「実は，われわれのこのサケ・マスの人

工鮮化事業もだね，どうやら，ナンダーー

そのう，アメリカさんのご託宣を受ける

ことになるかもしれないんだよ。J
「ええ? 人工鮮化事業がですか ?J
河瀬は自分の頬が蒼ざめて行くのが判

った。後藤場長の落ち着きを奪ったの

は， ここに無縁の筈のGHQの出現であ

ったのだ。

「しかし場長，一一それはどうし、うこと

なんでしょう?一一，自士の産卵僻化は，

自然に任せるより，人間がやった方が蓬

かに能率がいいのほ，これは判りきった

ことじゃありませんか。

「詳しいことは，まだよく判らんのだ

が，一寸まら，先三って道内も廻って行

ったろう，アメリカのリプレー博士。

GHQの招請でLl本の水産業を視察して

いた訳なんだが，←ーその人がGHQに
人工僻化事業は無意味だ， というような

勧告をするっていうんだな。」

「パカな。どういう根拠でそういうこと

をいうんでしょう。|

「もちろん，アメリカの研究を土台にし

て判断しているんだろうが。」

「しかし， 円本とアメリカじゃあ， まる

っきり事情がちがうんですから。」

「ところがそれを説明する資料は，われ

われにもあまりないんじゃないか ?J
「それは予算の関係で一一」

「そういう L火、訳は，何の役にも立たん

からね〆」

河瀬は，ふいに高いところから突き落

されたような気がしたの貧しい予算。加

えて予想もしなかった危機だけに，そう

いう資料の整備はたしかに乏しかった。

後藤場長は沈痛な面持でいった。

「一一最悪の場合Iこは，人工僻化事業の

廃止ということになるかもしれなし、。」

「廃止〆 われわれの仕事がなくなって

しまうんですか "lJ 

「そうだ/J



「しかし，ぼくは人工酔化の効果を信じ るのを河瀬は見た。彼は体が震えるのを

ています。」

河瀬は大声を出していた。

場長は，彼をにらみつけると，一語一

語噛みしめるように喋り出した。

「科学的な水産対策というのは，当面の

成果だけを狙うもんじゃあなL、。

世界の魚族資源を確保するためには，

10年先， 20年先を相手にして計画をた

てねばならない。一一一

これは私たちの信念、だ。一ー

だがね， リプレー博士には，おそらく

この理窟は通らんだろう。アメリカ的合

理精神という奴は，投資しただけに見合

う成績を目の前にせんことには，納得し

ないだろう。」

「しかし，そいつを具体的に確かめるな

んてことは，実際問題として一一」

「しかし，その資料を用意できないこと

には， リプレー博士の勧告が実際に行わ

れたときに，われわれには返す言葉がな

いことになるんだ。つまり人工瞬化事業

の廃止だ。」

河瀬は，前触れなしに訪れたこの天災

のような危機に対する，激しい憤りを押

えるので精一杯だった。

そんな彼を，場長はしばらく見つめて

いたが，やがて静かにいった。

「河瀬君，君ひき受けてくれんか。」

「はあ '?J
「勧告に答申できるような具体的資料を

用意するんだ。オールマイテイのGHQ

に一考させるような，強力な資料だっ

一一←君やってくれんか。」

「しかし， 一一一」

「必要なら，全道を廻って貰おう。われ

われが手にし得るだけのものは，一つ残

らず集めるんだ。一ーな，河瀬君，われ

われは何が何でも，この仕事を守り抜か

なくてはならないんだよ〆」

場長の白い髪が興奮のあまり額に乱れ

感じた。

「場長.'J
「うん"? -ーやってくれるか。」

「はあ。」

「そうか，ひきうけてくれるか。」

後藤場長は，大きく息を吐いて，また

!煙草をとり出した。

6月のさわやかな空気の中で， 2人と

も汗ぼんでいた。

ひところほと、で、はなかったが，駅は相

変らずゴミゴミと混雑していた。犯罪と

汚i萄が飽きることなく繰りかえされてい

た。

河瀬五郎が出発する夕方，堂本と清川

のり子が駅まで見送りに11¥ていた。

「オレたちの仕事にまでクチノミシを入れ

てくるとはな，アメちゃん，ちとやり過

ぎじゃなかろうかね。」

「河瀬さん，成算があるの ?J
河瀬i主2、iこ力が湧いて来るのを感じ

た。彼には友人がし、るのだ。孤りではな

いのだ。

「ああ，やってみ.るさ，場長と詳しく研

究したからねO 一十当って砕けるさ O~

「ふん，茂辺地とかいったな，最初に行

くのは"?J 

「何をつかもうっていうの?そこで。」

「俺たちにしてみりゃあ，大したことじ

ゃあない。独立採算だoj

「独立採算"?J 
「茂辺地じゃあもう 70年も企業として

の併化事業を続けて来てるんだからね。」

「つまり，商売としても，この通り成り

立っておりますっていう，見本ね。」

「すると，万更，希望がない訳じゃない

ってことか〆うん ?J
改札が始まった。

「さあ，満員列車に突撃だ。」

汽車が入って来た。勿論席はなかっ
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7こっ{卜れんばかりに窓から身をのり出し

た河瀬に，のり子が袋のようなものを差

LI日した。

If:H、銭別。]
!無理するなよ。 J
「ううん，気付げ薬よ。!

「へえ?_1 

町長をすると，体の調子が狂L、ベコすいも

のよ o1 

「休具合恵、くしないと申し訳なし、みたい

だな， こいつは。」

「何しろあたしたちの将来がかかってる

んですもの。あなたには。]

堂本がとぼけた声で、ロをはさんだ。

「まだかね，そっちの愁歎場は。」

「あら。|

「河瀬，オレも能別だぞ。」

「なんだい一体。」

「ほら，気付薬だ。」

「え?お日ijもかcJ
「焼酎だよ。一一一時々腹の中を消毒し

ろ。 1

ベルが鳴った。かぼそい汽笛とともに

汽車は動き11¥した。

「じゃあ気をつけてね。」

「たのむぞ。|

「一一ーありがとう。|

こうして，あわただしく，河瀬の旅法

始められたのだ。

函i!'t'iから支線に乗りかえて， はじめ

て，車内に立つ人影がま(まらになった。

河瀬、は窓際にもたれながら一一場長と

打ちあわせた一一一リプレー博士への反論

の狙いを反趨していた。

一一第 1に，天然産卵よりも，人工瞬

化の方が遥かに能率がよいこと。

第に 2，北海道の河川じゃあ，密

漁などの関係から，事実ヒ天然産卵があ

り作ない.

一一第 3に，実際に統計上に現われた

成果一一。

第2の密漁にからむ問題は如何にも北

海道的であるが， GHQを納得させるた

めには，第3の，放流した稚魚と， 4年

後に戻って来た親魚との聞の，はっき

りと相関関係を証明するのが，一番の説

得力を持っていることは，明らかで‘あっ
J-_ 

I~O 

茂辺地の調査はそれを示すはずであっ

fニC

「あのう，窓、を開けてもよろしいでしょ

うか。」

{uJ瀬l土声をかけられた。見ると，青白

い若い:女の顔があった。田舎の汽車には
よそお

珍らしく都会風な装いだった。

「どうぞ。J
彼女は留金に手をかけて持ちあげよう

としたが，古びた汽車の窓はビクともし

ない。

「と、れ，ぼくがやりましょう c_l

「すみません。J
1uJ瀬がガタゴトようやくのことで窓を

聞けると，娘はそっと溜息を洩した。

「失礼ですが，どっかお加減悪いんじゃ

ないんですか。」

「ええ，少し一一」

「よかったら薬がありますよ。J
「あら」

河瀬は，鞄の中から清川のり子の気つ

け薬の袋をとり出した。

「ゃあ，いろいろ入ってるわ。ええと，

これは風邪薬，ハライタ。ああ船酔い車

酔L、用と，これでいいですか。J
旅の興奮が，河瀬を幾分人なつっこく

していた。

「ええと水がないとまずいな。あのう，

焼酎があるんですけど…ー」

I~ 火、え，牛乳がありますから c」

若い女は恐る恐る薬包をあげて，微笑

んだ。……黒い;廷に初めて活々とした輝



やきが点った。

いくらか元気をとり戻した彼女はし、か

にも感心したようにいった。

1，0主なれていらっしゃるんですのね。」

「なぜ?J
「でも，お薬をそんなに一一」

河瀬はふき出した。

I~ 、や， IEd、わぬところで役に立っちゃっ

たな， この薬，見送ってくれた人が銭別

だってくれたんですよ。」

「まあ銭~IJ"? J 
何を感じたのか，若い娘の顔に暗L、影

がさした。 河瀬は念、に，さっきからの自

分の振舞いに照れくさくなった。

ローカル線の汽車は，ゆったりと，山

と海の聞を走っていた。

茂辺地の漁業組合で一息入れ，丁度，

ついでのあった街馬車に揺られて， iriJ瀬
は鮮化場へ向った。

馬を追いながら，馬車追いが，

「この噴あ，あの小つぽげな併化場も，

なんぼか有名になった見えて，お客さん

がつづけて二人も見えるようになったも

んね。」

こんなことをいった。

「ほう， じゃあぼくの他にも?_! 

12， 3日前に東京から見えたって一一一

お客さんも東京かね"?J 
「し、や，ぼくは札幌だ。]

「この僻化場開いた酒井官次郎って，余

っぽど先の見とおしがよかったんだな。」
よぎ

河瀬の心にふと不安が過った。今頃，

誰が，何のために，東京からわざわざこ

こへやって来たのだろうか。 伎と同

じ目的を持った人間なのだろうか。

一一道が迂回して崖淵を通りかかった時

馬車追いが急に声をひそめていった。

「ありゃあっ，あんな保つ淵に，誰だべ

な，若い女みたいだけど 。」

後姿l主汽車の中の若い娘て、あった。だ

が，その肩のあたりには，異様なほどの淋

しさが漂っていた。尋常で、はなかった。

「あんなシヤレた恰好して，一一一危いん

だけどな。」

「一寸待ってて下さし、。ぼくが行ってみ

るoJ
河瀬l工，静かにkの傍へ近づいて行っ

た。

「またお会いしましたね。」

河瀬は女の腕をとらえた。
， ， ， 
iええo_.i

ふいに女の体から力が失せて，河瀬i工

必死に彼女を抱きとめていた。

「さ，行きましょう。」

娘は弱々しく口を聞いた。

「一人にしといて下さし、。」

「ダメです。」

彼女は訴えるように目立やいた小

「あたし， ここに居たいのよ。」

「ダメですね。」

「どうしても ?J
「そう oJ
「あたしが，死ぬと思ってらっしゃるの

ね。 I
「そう。」

「あたし，ここへ，父に会いに来たんで、

すのよ。J
「とにかくあっちへ行こう。」

「父が 2， 3臼li甘から， ここへ来てるは

ずなんです。僻化場に。」

「あなたのお父さんが?_1 

「あたし，どうしても，父に会いたくて，

あたし，追って来たんで、す

河瀬の脳裏を，また不安な影が掠めた

が， この娘を死の誘惑から解き放つのが

当面の問題で、あった。

河瀬は，ひきずるように彼女を馬車の

方へ導いて行ったっ

若い女の頬に血の気が射して来た。

断崖で死と直面していた時の，あの異
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様な淋しさは消えて，彼女は父親だとい

う初老の紳士の前で娘らしくすすり泣い

ていた。 2目前にここを訪れたという娘

の父親は， しきりに恐縮しながら礼を述

べた。

「とんだご迷惑をおかけしましたな。私

はたか子の父親の ~t{沢と申します。いや

あ仕事で一寸留守にすると， すぐこれ

で，我{査な娘でして。」

河瀬はふと沼沢という名に思し、あたっ

7こO

「沼沢っておっしゃいますと，あのう，

失礼ですが，東京の淡水漁業研究所の沼

沢先生でいらっしゃいますか。」

「ええ，その沼沢ですが。 I
「こちらへはあのうお仕事でいらっしゃ

ったんですか"?J 

「ええまあ，少し調べたいことがありま

してね， 2日ほど前からこちらに厄介に

なってますが，あなたは "?J
ii口[瀬ってし、し、ます。」
「河i頼さんO いや，何にしてもご迷惑を

おかげしましたの改めてご挨拶に一一」

河瀬は激しい疑惑に捉われていた。

←一一たか子という娘の父親は，一一一僻化

場の後藤場長とは長年の論敵である沼沢

博士であった。

その人が， GHQの勧告問題が起ろう

としている時に，急、に茂辺地へ現われた

のである。

ゆ

朝で、あったo 一一河瀬は，茂辺地の百

万粒の卵をかえす小さな湧き水を調べて

し、7こO

遠くから若い声が聞えて来た。

「河瀬きあん。」

昨日の娘のたか子であった。

「やっぱり河瀬さんね。お早うございま

すc 昨日はいろいろと。」

どこにも，昨日の影ばなかった。確か

に， もう死から解放されていた。

「何をしていらっしゃるの? こんな朝

早くから。」

「この泉からね，どれぐらい水が湧くの

か調べているんです。」

「何にするのかしら，そんなこと。」

「サケの卵をかえしてやるには大切なこ

となんです。

「あら，河瀬さんもお魚の仕事をしてい

らっしゃるの? 父と同じね。」

「そうでしたねoJ
「あら，ご存知?にl
「有名な方ですよ。」

「そう，でも家じヤあ余りパツとしない

のよ。」

たか子は目をくりっとした表情で笑っ

た。こんな他愛のない会話にいつか愉し

さを味わっている自分に河瀬はおどろい

ていた。

「ここへは，お父さんは何の仕事でいら

したんですか"?_J 

「さあ，ちよいちょい気ままに出歩くん

ですc 今度のは，函館の水産学部の方へ

来たついでじゃないかしらリ

「はあ，なるほど。」

たか子は，いきなり泉の上にかがみこ

んで，両手で水をすくって飲んだ。

「縞麗な水。おいしい水。」

「サケの子供は，そういう水て、ないと，

ダメなんです。」

[あら，私，サケの子供なみ。」

河瀬の中の若さが息づいて，健康に笑

った。

「毎年ね，もう 70年の昔から，ここで

は，人間の手て、僻してやったサケの子供

が，このきれいな水で育って，春になる

と，あの果しのない海へ旅立って行くん

です。

小さな青黒い体をピチピチさせながら

何百万とし、う鮭の子供が，一一あの|弘、

波の中へ消えて行くんですれ



一一そして，それから 4年後だ。今度

はサケの子供が立派に一人前の大人にな

って，十ーまた，この小さな流れに戻っ

て来るんです。自分たちのふるさとへ

一一子供を産みに一一。

あの広い太平洋から，よくまあ間違え

もしないでね。」

「知らなかった。」

「そうですか。」

たか子が，とぼけた顔をして見せた。

たか子は，ほくそえんで，

「ううん，あなたのこと，←一一知らなか

った。一一一そんなロマンチックな方だっ

たなんて。」

河瀬はいつの聞にか， このたか子とい

う娘に体よくあしらわれているではない

カミ。

「だって，昨日はショーチユーで薬を飲

めなんておっしゃるんだもの。 J

「しかし， じゃあ，あなただって今日は

まるで違う人のようだ。」

たか子A の顔から笑いが消えた。やは

り，若い娘の心の底には，昨日の事件

が，いぶっていたのだ。

昨日，あなたがし、らっしゃらなかった

らあそこから身を投げていたかもしれ

ないのね。」

「すみません，ちがう話にしましょう。 1

日、し、のよ。私，もう死ねなくなったっ

て予感がするの。」

「そりゃL、し、。」

「あたしね，ある方と婚約を破棄しまし

たのよ。一一それで，昨日，あんなこと

があるまでは，もう立ちなおれないんじ

ゃあないかつて思ってたのに。」

河瀬に急に激しい感情におそわれて荒

々しい言葉が出た。

「何にしてもそんなつまらない考えは早

いとこ棄ててしまうんで、すねoJ

「つまらない ?J
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「自分で自分の命を断つなんて罪悪だ。」

「冷酷なおっしゃり方ね。」

「ぼくは許せませんね。」

「そうね，あなたは，数限りない生命を

産み出している人なんですものね。J
彼女はやさしく落ちついて，彼を見つ

めた。

「あたし，さようならを言L、に来ました

のよ。」

「ええ ?J
「父がもう帰るって言ってますの。その

うち，きっとお礼に kります。じゃあcJ
「約束して下さし、。もう変な気持をおこ

さないって。」

「ええ。一一サヨーナラーcJ 
たか子は，仔鹿のように草を分げて走

っていた。河瀬は，すでに少女に心を魅

かれていた。

河瀬は，その夕方，後藤場長あてに手

紙を認めた。
勿論，気がかりな沼沢博士のことも書

き添えた。

別れ際に，沼沢博士はさりげなく，切

り出したのだ。

「たか子から聞いたんで、すカL あなたは

卵子、化の仕事をしていらっしゃるんだそう

ですな。」

「はあ。J
「こちらで ?J
「し、ぇ，札幌の瞬化場に勤務していま

すoJ
「札幌というと後藤君の。」

「はあ。」

「彼はりきっておりますか。」

「お元気です。」

「彼の論法で行くと，道南の方も昔のよ

うな鮭の黄金地帯になるんでしょうが，

前途多難ですな。」

「ええ，大変です。 J
「まあ，お互い自分の仕事には，命をか
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けておりますからな。一一一寸大袈装で

すかな。一一←しかし，女は恋に，男は仕

事にっていうのは，昔も今も変らないの

ではありませんか。」

その時，河瀬は，博士の言葉の言外に

何か鋭い響きがかくされているのに気づ

いたのだ。

手紙を送った翌日，河瀬は茂辺地を離

れて，次の予定地の八雲についた。

その日のうちに仕事を終えて宿に戻る

と，札幌からの電報が届いていt-:.o

スグモドレ」コ トウ

後藤場長は，緊張した面持で，河瀬を

迎えた。頬のやつれが心労を物語ってい
可 m

れ~o

「急、に呼び戻したり Lて，すまんO … 
:tlが，沼沢のことを知らせてよこしたん

でね←一。」

「じゃあ，やっぱり沼沢博士がGHQの

勧告に関係しているんでしょうか。」

「黒幕らしい。」

l黒幕"?J 
lもともと出沢はわたしの品敵だ。人工

~I呼化事業には頭から反対なんだ。」

「天然産卵にまかせて十分だと言うんで

すか。」

「その持論をこの|祭， リプレー博士を通

じて実現しようと，こういう Hlらしいん

だ。アメリカじゃあ圧倒的に天然序一卵が

多いからね。」

iしかしアメリカの河川はl3木のに比べ

ると，それこそ華巌の滝とナイヤガラの

禄布ぐらいのちがし、があるんですから，

「ところが，彼は日本にも有力な実秒iJを

持っているんだ。一一そら，新潟県の三

面三川さ。青砥武平次以来の 200年の実

請があるからね。」

「茂辺地の 70年よりも古いって訳です

か。 J

l手ごわい相手が敵にまわったぞ。しか

も，茂辺地にまで手をまわしているとな

りゃあ立， これは余程力を入わしでかから

ねばならんぞ。」

場長ならずとも惇然とならざるを得な

かった。敵はGHQだけではなく，こち

らの掌の内を熟知した相手が国内にも居

るのだ。

「では，茂辺地の資料は， もう役に立た

ないんでしょうか。」

「し、や，そなんことなし、。そんなことは

はないが， もう一つ，突っこんだ考え方

がなくては，結局は沼沢に叩きのめされ

るんだ。統計のどんな小さな穴でも見つ

け出すのが特技だったからね，あの男。」

沈黙が訪れた。彼らはこうし、う場合の

沈黙の持つ意味を知っていた。

河瀬はその怖をはらいのけるように言

った。

「沼沢博士を屈伏させるには一-?J
「ありふれた資料じゃ駄目だ。」

「じゃあ，天然産卵が不可能な理由とし

て，ー←人工鮮化事業さへ脅かすほどの

組織だった密漁があることを証明したら

どうて、しよう。」

「密漁か。一一ーしかし， どうやって証明

するかね。」

iぼくがやります〆何とかしてぞってみ

ます/J
ほとんど怒鳴るように，河瀬は言った。

1期間伐"?-ーあと，どれぐらい余裕を

見たらし、し、でしょう。J

場長は机の縁を撫でていたo

i-全国水産会議が 10月の末に東京で聞

かれることになっているんだが・・・・・・。」

「秋までですか。」

二人は窓の外に目をやったc タ闇が静

かに降りて来た。

下宿の戸をくぐると，小母さんがとび

出して来た。

「あら，やっぱり帰って来たのね。」

「ゃあ，どうも。」



「いや，それがふ河瀬さん帰る早々大

変よ。」

彼女は大変な身振りで喋り出した。

「なんですか。」

「なんですかつて，あんた。一一さつき

あんたんところにお客さんが来てね，留

守だと言っても，今日必らず見えるはず

だからって，待ってたのよ。そしたら，

案の定あんた帰って来たじゃない。」

「誰です?J
「誰ですって，こっちで聞きたいよ。誰

あんなきれし、な女の人。」

「誰だろう。」

「何を知らつぱくれて。上等のお茶菓子

を出しておきましたからね。」

喋るだげl喋ると，彼女はあっという聞

に居なくなった。

襖を聞けると，沼沢たか子がキチンと

座布団の上に正座していた。

「ゃあ，あなたで、したかoJ
「おf吊りなさし、。」
彼女の活々した顎が笑っていた。

l~ 、ゃあ， しかしょくぼくが帰って来る

ことが判ったなあ。]

「父に我箇を言って札問へ寄ったのよ。

お電話したら，係の人が教えてくれた

わ。」

「しかし，ぼくは，本当は， ここへ帰っ

ていない筈だったんで‘すよ。J
「帰っていたじゃありません。J
「運がよかったんですねoJ
「まあ， しよってらっしぞる。」

「はあ"?J 
たか子は甲高い声で笑った。その蓮つ

!葉なL、L、方に河瀬もつい笑いを誘われiた町一に改ま叩き
になった。

「あたしね，もう一度あなたにお礼を言

いたかったの。」

河瀬は， 自分が，少tぐに傾くのを苦し

i 

い思いで感じていたc

「だって，私の命の思人で、すものcJ
彼にとって，この愛らしい女性は，今

は危険な存在であった。人工僻化事業の

敵である沼沢博士の令嬢なのである。

彼女への気持ゆえに， ~散に対する闘志
が少しでも鈍ることがあれば，戦いは，

それで敗けであった。

河瀬は顔をこわばらせて言った。

「お嬢さん。」

「たカミ子です。」

彼女は悪戯っぽく言いかえした。

「ぼくはもう，あなたとお会いしたくな

いんだcJ
「え?」

たか子の屑がふるえたc

「こんな失礼なし火、方をして，申し訳あ

りませんcJ
「いえ，でもなぜですの，なぜあたしと

←一私が嫌いなんですの"L

11.、や，そうじゃありません c.J 

「じゃあなぜT一一一あたしが自殺しよう

とした女だから?・・…きっと，あたしの

過去を考えていらっしゃるのねC......i

「女の人には判らないんだ。」

「例外ってこともありますcJ

彼女は泣きLUしそうな表情を浮べてい

たc 河瀬は，そんな彼女をふりきるよう

じ言つfこc

「あなたのお父さんは，ぼくたちの，つ

まり敵なんです。」

|敵"?J 
「ぼくらの仕事を守るため己，はあなた

のお父さんの学説を，是が非でも破らな

くてはならないんだ。一一ーその人のお嬢

さんと，ぼくが， どうして平気な顔で，

つきあっていられます。」

「あたし，帰ります。」

っと河瀬の績を通り抜けると， 1-こ7J￥子

は足早に部犀を出て行ったc

怒りとも悲しみともつかない感情に襲
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われて，たか子の日から熱いものが溢れ

て流れた。

たか子と入れちがし、に，堂本がのっそ

り後の部屋に姿を現わした。

「おい，河瀬，一一一お前，少し女にモテ

すぎるぞ。」

堂本は本当に腹を立てているかのよう

であった。

ir耳Jl、たよ，下宿の小母さんから。一一一

清川さんと一緒に来たんだけど，ふくれ

たんだか，気を利かしたんだか，帰っち

ゃったぞ。」

「清川さん ?J
彼女のくれた薬は，まだ鞄の中だ。

堂本はベロを11¥した。

「色男三界に家なし一一ーとはいわなかっ

たか。ほどほどにしろよ。一一俺があと

をひき受げてやれもしないんだしoJ
河瀬は立ち kって言った。

「堂本〆 俺あすぐ十勝へ行くよ〆」

「十勝へ? すぐか ?J
「十勝で密漁の連中を相手にして忘れて

しまう。そんなことでクヨクヨしている

暇はないんだ。俺にはな。」

「そうだ，男の子だ，やってくれ。J
二人の雪面の男は，笑いで屈託を吹き

とlまし7こO

固

たか子が父の書斎へ顔を出すのは，婚

約のいざこざがあってから，初めてのこ

とであった。」

「何か用かね。」

斯界では人に怖れられる沼沢博士も，

家では一人の父親でしかなかった。

「なんだい，そんなに改まって。」

たか子は生真面白な表情で，尋ねた。

「お父さんのお仕事って，世の中のため

になるんでしょう。」

「あたりまえさ。」

「じゃあ，なぜ，お父さんの仕事が，誰

かからうらまれるようなことになるのか

しら。」

「たか子，お父さんはね， こと仕事に関

しては，誰からも後指をさされない自信

があるよ。」

「でも，お父さんの仕事を，お父さんを

敵だって言った人がし、るのよ。」

「……そうだよ。そういうこともあるん

だ。自分の仕事を守るためには，男は命

がけになるからね。」

沼沢は，ふと，たか子の質問が何の影

響によって出されたのかを思った。悪い

子感が掠めた。

「たか子，お前にそんな話をしたのは，

茂辺地で知りあった，河瀬とかし、う男じ

ゃあないのか。」

「ええ。あの人よ。」

「やはり，そうか。一ーしかしお前，ま

さかその男を好きになったんじゃあ，な

いだろうね。 l
「好きになっちゃあいけないのかしら。」

沼沢は呂を閉ぢ7こ。望ましくないこと

が父と娘の間で、今おこりつつあるのだ。

「そりゃあお前が一番よく知っているこ

とじゃないのか。J
「お仕事の上でお父さんとあの人が敵同

志だからですか?J
たか子は眉をあ:子て父を見つめた。

「でも，お父さんはお父さん，あたしは

あたしでしよ。」

沼沢は不覚にも大きな芦を出してしま

った。

「バカなことをし、し、なさい/ お前，自

分一人で大きくなったと思ったら大間ち

がし、だぞ。」

「……お父さん，そうなのね。男の人っ

て，みんな，そういうことを言うのね。」

たか子の芦は意外に静かだった。

河の音が高かった。赤い番茶を殺りな



がら，中年の瞬化場の係員は，熱っぽく
話しつづ、けた。

「私だちの持ってる資料が役に立つとい

いですね。いやあ，私だちとしましても

また，漁師の人だちにしましでも，鮭治、

をもっともっと盛大にしたL、。そして，

日本国民の食生活に貢献したし、。それに

はサケの卵をもっともっと沢山かえし

て，放してやりたL、。 ええ，そう思

って一生けんめいやってるんですが，い

やまた，これで結構，その成果が現われ

ていると思うんですがね。年々成績はと

向きになって来ているんですがね。一一

それを廃止なんてことになったらねえ。

一つよろしくお願いしますよ。」

河瀬は身内が緊張して来るのが判つ

koこんな僻地の瞬、化場でも，彼らの仲

間が同じことのために努力を続けている

のだ。

「そこで，非常に難u、相談だと思うん

ですが，一つ，密漁についての資料を，

お願いできませんか。」

「密漁?J
「実際の話，毎年，密漁にやられる被害

は相当なもんでしょう。」

「ええまあ，そりゃそうですがc」

「この事実をもっと詳細にとらえて，有

力な資料にしたいのです。[

「はあ， しかし困りました。」

「困りますか。」

「はあ，そいつはねえ。」

密漁の話になると，実直なこの係員の

口が急に重くなった。

「何か手がかりを教えて貰うだけでもよ

ろしいんですがoJ
「ええ，ですが，一一いやあ，ご存知だ

と思うんですが， この十勝のへんの密漁

っていうのは，一寸ケタ外れなんでして

ね。」

I~ 、や，その方が却ってし火、んです。」

「毎年， 1人か 2人は，密漁監視人が亡
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くなる始末でね。J
「凶悪、なんですね。 J
係員の舌が，乾し、た唇をなめた。

「警察でも，今まで向度も出動してるん

ですが，どこをどう情報がもれるもの

か， ~、つも空振りぽっかしなんです。一一

聞いた話だけど，春先に親分衆が集っ

て，その年の密漁の打合せをするんだそ

うです。」

「親分衆っていうのは ?J
「一一一漁専門の親分一一一運搬の方の親

分，品物をさばく方の親分ー一一，それが

また，場所場所によって，それぞれあっ

てちゅう!武に一一一」

「分業ですな。」

「ええ，そういう親分衆が集まって，そ

の年の密漁でとる魚の量から，船がつか

まった時の損料まで，一切合切，定める

んだそうです。

「ふうん，大したもんだ」

今更ながら，彼l土密漁の組織の大きさ

に驚歎した。反論のための資料としてで

はなく，現実に水産行政全体に対する，

これは巨大な障害なのではなかろうか。

彼は，係員の次の言葉を待った。だが

これだけ前置きをしながら彼は，一一

[ですからね， この密漁だけは，手を出

さない方がし、し、と思うんですがねえ。も

し，あなたの命に拘わるようなことにな

ったらそれこそ大変ですから。」

彼は首を横に振って赤い麦茶を日々るの

であった。

195D年 6月25日，朝鮮動乱が起っ

た。

鮮化場の一室でも，大戦の危機は感じ

られ7こO

後藤場長は，河瀬からの手紙をひらひ

らさせながらいった。

「こういうことになりゃあ，また戦時体

制だ。 GHQ:土偉丈高になるおそれがあ
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るしな。今年は，われわれの運命の年に

なりそうだよ。」

堂本も，清川のり子も，それぞれの感

慨をこめて，この歴史の爪跡を眺めてい

た。

札幌を出てから 3月。

十勝の宿に，東京からのたか子の手紙

が回送されて来た。

所設縁のない人だと思いながらも，河

瀬(主，風Jうをあとまわしにして， もどか

しく封を切った。

稚いが，彼女らしいはっきりした字が

並んで、いた。

一一あなたは， もうお会いしたくない

とおっしゃいました。夜、は東京の家で，

あなたのお言葉を何度も考えてみまし

7こO

一ーでも，'Tl，~こは，まだよく判らなし、

のですc

あなたに初めてお会いした時，切りた

った附庄の淵で腕をとって戴いた|奇か

ら，一一私は，自分の運命が違う道を歩

みulしたのを感じていました。

あなたの潔癖なお心が扉を閉してしま

われるまで‘ο

夜、は父に，仕事:というものについて，

尋ねました。父もまた，あなたと同じよ

うなことを答えました。

でも在、は，父ゃあなたの争いから身を

避けるために，一一自分自身までを偽わ

らねばならないのでしょうか。

そ Lて，何度も考えた末，あなたのお

言葉は，一一一夜、が父に面倒を見て貰って

いる人li¥Jだから，夜、が一人の独立した人

格でないから，ああおっしゃられたよう

な矢Lがしましたο

彩、は:ti1，V:_--人riijの女になりたくなりま

したc 一人前Irの1;:性になる決心をしまし

TこC

それなら，お便りを主しあげてもお怒

りにならないと思いました。

荘、は今，父の隷属から放れることを考

えて居ります。

河瀬は係員に案内されて，捕獲場へ向

った。密漁の件が進歩しそうもないの

で， 目先を変えて， JJIjの資料を整えるた

めである。

車の窓、を流れる111々 は，すでに秋の冷

たい色に染められていたが，彼の心は，

fこか子の手紙がもたらしたj昆みの中にあ

った。

彼は愛を知ったのだ。たか子に会いた

かった。会って，あのくりっとした瞳で、

笑って欲しかった。たか子の柔らかな腕

の感触が，生き生きと蘇っていた。

市:を運転しながら，係員が戸をかけ

たc

!これから上ったり下ったりで，一寸し

たスリルがありますよ。」

「え?_I

h、や， J立が険しいんです。」

「なるほど。」

係員は内い歯を見せて，言い訳のよう

にいった。

Il、や，実は， 1咋Llも町の助役に聞いて

みたんですがね， やはり密漁には首

をつつこまない方がし北、って言うんです

ね。一一一道の少々険しいくらし、は， まあ

気を付ーけさえすれば， 切り抜けることも

できるだろうが，一一こいつばかりはね

え。一一触らぬ神に崇りなしって言いま

すですものね。」

河瀬があとをひきとった。

「君子危ふきに近寄らず。」

「そうそう。」

「しかし，虎穴に入らずんば虎児を得ず

ってこともありますよ。」

「負げました。J
係れは笑いながら警前を鳴らした。

追い討つように河瀬が，



「しかも，その密漁問題にわれわれの運

命がかかっているのかもしれないんです

からねえ。」

そこまでいったとき，カーフ、を切った

車が，いきなり何かにのりあげたのだ。

プレーキの音が虚しく空を貫ぬき，激

しい打撃音が山間にひびきわたった。

その頃，たか子ば，ストラヴインスキ

ーの荒々しい音楽の中に身をひたしてい

7こO

沼沢博士(土リプレー博士と歓談してい

た。

札幌の牌化場では，後藤場長，堂本，

清川が，公表されたリプレー勧告丈と取

組んでいた。

(同

失神していたのは， ごく院かい時間で

あった。

「河i頼さん. ?可瀬さん」

係員の声にハツと気がついた時，車(工

崖の淵スレスレのところに止っていた。

「どうしたんで、す。 l、ったし、。」

係員は唇を噛んだ。

「どうしたも， こうしたも， こんな危険

な道に， こんな大きな石が転がっている

んですからね。危く民から落ちるところ

ですよ。」

「どうしてそんな大きな石が"?J 
「どうしてって，そうで、すね。こんな大

きな石が一人でにここに転って来る訳(主

ありませんね。それじゃあ〆 」

憤激が係員の顔を赤黒く染めた。

「それじゃあ奴らですよ。奴らがあなた

をかぎつけて一一」

河瀬は脊筋を冷たいものが走るのを感
7守..J-_

V 1'-0 

「まさか，密漁の連中がやったっていう

んじゃあ一一」

「奴らですよ。奴らが，あなたのしよう

としていることを知って手を打ったんで司

すcJ
「神通力ですね。」

「畜生/ 何ちゅうあくどいことを/

もう辛棒してられん O 河瀬さん，在、も手

伝わせて下さい〆」

密y!!，¥の組織が仕組んだ事故は，去IJって

彼らに一人の敵を作ることになった。 9ilJ
化場の係員は憎悪、で顔を歪めていた。

「宏、はね，何だかだ言っても，密漁ちゅ

うのは結問，敗戦のせいだと思ってたん

ですよ。結局密漁の連中は，生きて行く

ために住方なしに始めたんt3_o そう考え

ていたんです。監視人が水の中に落され
ゃ

て殺られるのも，結局は追いつめられ

て止むなくやったんだろうってね。

ところがどうですか， これは。まだ伺

も手を下していないあんたを，いやあん

たばかりか私まででしょう〆 私は腹が

立ちました。シンから腹が立ちました。

河瀬さん， こうなったら私も何でもしま

すよ。」

「やりましょう〆」

「畜生/ 奴ら，きっと今もどっかから

私だちを見はってるんですよoJ
二人は限を据えて周困を見わたした。

品の戸が山あいにこだまし，河の音が時
うた

の流れを奏うばかりであった。

|湯があたるとカナリヤは[轄る。

7こか子はカナリヤの歌声に耳を:直して

し、7ニO

彼女は父の反対に合って，河瀬への愛

情が去IJって豊かになったのを感じた。

この日頃の秋の陽気のように，たか子

の心はむしろ平静で，暖かであった。

「た力、子」

父の声であった。

ir湯ななたぼっこかい。……散歩でもし

たらどうだ。」

「ええ。」
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「カゴの烏を真似ることはあるまいoJ
・・彼はし、し、にくそうに， ポツリとつ

け足した。

「……この聞はお父さんもいい過ぎた

よ。」

「そうお。J

「一ーたか子，わたしは何も，親の権利

を振りまわそうって言うんじゃないんだ

よ。だけどね，親として娘の将来を考え

ない訳には行かないじゃないか。」

「そうね。」

たか子の素直さが，却って沼沢の心に

不安を醸した。彼はどうでも娘を説得し

たかった。

「お父きんがあの河瀬という青年に反対

するのは，勿論人格がどうのってことじ

ゃない。」

「お仕事のことね。J

「そうだ。先ず第一に，水産技術者とい

うのは，地味な上に家庭的じゃないてこ

とだ。一一一家を空けることも始終だし，

報いられるところも少い。一一」

「判ってます。」

「それから， これがお前に腹を立たせる

んだが，一一彼が仕事の上で，私とはり

あって行く立場にいるってことだ。

私らは仕事のことになると，極めてき

びしい態度が要求される。真理の前には

冷酷でさへなければならない。

お前は，彼と私の聞に立って，それは

苦しい破目になるよ。」

「あたし，仕事と愛情の問題を一緒にし

て考えるべきじゃないと思うのよ。」

沼沢は，ふと，自分がたか子に軽くあ

しらわれているような錯覚に陥入った。

「愛情なんてお前が，お前がいってるの

は単なる感傷だよ。」

「感傷ですって ?J
「昔から，堰かるる水は溢れると言っ

て，悲劇的条件は恋愛感情を育てるもの

tc.o 

お前は，お父さんと河瀬君の悲壮な対

立的関係に，酔っているんだよ。」

たか子は黙ってカナリヤを眺めてい

る。

「きついことを言ってしまったが，お前

の将来を考えるからだ。」

「ええ。一一←でも，でもよ，あたしの将

来のことを一生けんめい考えて下さるお

父さんが，お仕事になると，将来のこと

は少しも考えていらっしゃらないんでし

ょう ?J
「なにい ?J
「河瀬さんは，俺の仕事は未来が相手な

んだっておっしゃったわ。 I
「パカな〆 水産という仕事は，そんな

ロマンチックなお伽話じゃないんだ〆」

ついに沼沢の擬態が爆発した。彼は，

薙iを紅潮させて怒鳴り散した。

「お父さんの仕事に口をはさむのは止し

なさい〆 生意気な〆」

たか子も決して後にはひかなかった。

「お父さんは男だからお仕事司のことに

は，誰にも口をはさませなL、。私は女だ

から一「心の問題は， 自分自身で定めれ

るようになりたいのよ〆」

のどかなカナリヤの声が降る下で，父

と娘はまた，和解する機会を失ったの

だ。

河瀬と係員の二人は，車を元に戻す

と，先ず町の警察署へ駈けこんだ。

だが小さな警官に，謎めいた事故の経

緯l土通じなかった。

「その程度なことで，われわれが一々動

き出していたらどうなるね。何百人警官

が居ても足りやせんC 一一谷底に落っこ

ちでどちらかが死んだとでもいうんなら

ともかく，道路に石が落ちてたっちゅう

位ではね。もう一寸はっきりした犯罪事

実がないとね。」

警官は，昼の食事に立って行った。



腕時計は午後 5時を指していたc

河瀬と係員は車の中で思案していた。

「駄目なもんだなあ，警察なんて。」

係員は吐き出すように言う。

「無理もないですよ。一見奇々怪々です

からね。 J

と， ~、し、ながら，この時，河瀬はヒン

トをつかんだのだO

「まるで雲をつかむようで， まあ←一一一」

l~ 、や待てよ。そうでもないようですより

彼の顔に微笑が浮んだ。

「敵さん余り不思議なことをしたんで，

却って手がかりがつかめるような気がす

るんですよ。!

係員は膝をのり出した。

「どういうんでしょう。」

「ぼくはこのところ北海道中あちこちと

歩きまわりましたが， この町に来てから

は何日も経っていなし、。そのぼくが， ま

だ何も手を下さないうちに，ぼくが何を

しようとしてL、るのか，知ることができ

る人間なんて何人居ます?J
「何人て，私の他に一一

「あなたは，昨夜，町の助役に話したっ

て言いましたね。J
「ええつ? まさか助役が ?J
「行ってみましょう〆」

二人は助役の家で居留守をつかわれ

た。それが余りに見えすいていたので，

係員はすっかり激昂していた。

「畜生〆 助役の奴が，畜生〆 そうだ

ったんか〆」

l~ 、や， まだ断定はできませんがね。」

「けど， じゃあ何だって居留守をつかう

んです。きっとまた何か企らんでるんで

すよ。」

河瀬は彼をなだめながら，別の鍵を説

明した。

「でも， まあ， もう一つ別にあたってみ

ましょう。」

「他にも何か ?J
「ぼくがこの町に来たことを知っている

のはもう一入居るんです。」

「誰ですカミ。」

「駅についた時，いやにジロジロぼくを

見る人が居るんです。よそ者だからかと

思っていましたが，考えてみると，あれ

はクサイな。」

「とし、うと」

「駅長でしょう，あれは。」

「そうか，なあるほど，駅だと人の出入

りが一遍に判ってしまうんですものね。

うん，それに，密漁の監視人が出かける

のも，みんな，あの駅からなんだから，

ーーだとしたらみんな筒抜けだ〆 そう

だったのか〆河瀬さん行きましょう〆」

円、や待って下さいよ。今度は正面から

当るのは避けましょう〆 敵の罫似をし

て， こっちもこっそりね。」

車は静かに走り出した。

だが街並を何米も行かぬうちに，向う

{Jl、IJから酔ばらいの一団が，道を塞いでや

って来るのに出会した。

警笛を無視して，彼らは車の前に寝転

ぶやら，はては車の上によじ登って来る

やらの乱暴を始めたのだ。

「河瀬さん，奴らの一味だ。助役が手を

廻したんだ。今のうちに逃げて下さし、。

ここは私が頑張ってるから。」

「すみません，たのみます〆」

河瀬は隙を見て，車の中から飛び出し

たc 忽ち鉄拳や下駄の歯が体に襲いかか

ったc

河瀬は一瞬，意識が薄れるのを感じて

夢中で手を振りまわしていた。

山村の小さな駅では，人の乗り降りも

少なく，昔ながらの風情を保っていた。

駅長は時計を懐中にしまいこむと，

電話の受話器を外して次の駅を呼び出し
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7こO

1204列車， 10分おくれて発車。 ばい，

ご苦労さん。」

平和な町のささやかな渋滞である。

駅長はその受話器をおくと，一一今度

は一般通話の方の受話器をとりあげたっ

「ああ 905番。」

駅長は軽く空セキをすると，芦をひそ

めるようにして，

「今日はね，山春駅へ2人，白松内へ 1

人。日別へ2人。それだけです。

ええ，監視っていっても， もうすっか

り形式的になって来ましたからね。はつ

はつ， じゃあ。」

駅長はほっと受話器をおいた。

平和な町での不当な犯罪である。

「山春 2人，白松内 1人，臼別 2人です

カミ。」
駅長がギクツとして振り向くと， j易だ

らけの河瀬が立っていた。

その夜，陪閣の河の上で近来にない大

捕物が行われた。密漁者の数人が捕えら

れ，一一関係者として助役，駅長など町

の有力者が数人逮捕された。新聞に掲載

された捕物の写真は，河瀬の提供したも

のであったc

その夜，清川のり子が堂本の家を訪ね
可 h

I~ 。

「なんだい，今からじゃ映画はもう遅い

ぜ。」

堂本がそんな与太を飛しながら出て来

ると，のり子は一通の電報を差し出した。

「残業してし、たら，電報が来たのよ。」

「河瀬からか "LI
「ううん，{tlJ被良さんあてによ。」

「ええ? どつから"?J 
「東京から。」

「東京から。へえ?何だろうな。J

堂本は不得要領な顔をして考えこん

だ。

「どうしましょう? 河瀬さんは十勝の

ブ7だし一一一一」
「よ L，とにかく聞いて， もう一度十勝

に打ちなおそう。」

1(，、し、かLら，そんなことをして。J

「オレが責任とるよ。」

堂木l士電報を開いた。

「ええと， トツゼンニテ キヨウシグ。

タカコ オジヤマシタヲ レンラク寸ナレ

タシO ヌマザワ。突然にて恐縮，j;こか子

お邪魔したら連絡されたし，沼沢。」

「沼沢博士のことかLら。」

「うんO 一一ーしかし，するとこれは， ど

うL、うことになるんだ。J
「きっと，沼沢博士のお嬢さんが家出し

たのよ。河瀬さんとのことが原因で…。」

「ふうん。!

のり子は，堂本から顔を反向けて夜の

街を眺めた。揖の灯がその限にうつって

こぼれ落ちたーーっ

国

沼沢博士は，娘のいない家の中で，ぼ

んやり立ちつくしていた。

どの部厚もガヲンと空虚で、， この家に

たか子が占めていた位置を物語ってい

?こO

殺は孤独で、あった。

だが，来るべき 10月の全国水産会議

で，後藤;場長や河瀬を責めるのを止める

つもりはなかった。

娘がどう決心しようと生活がどんなに

i林Lいものになろうと

彼の学問的信念は，立ち塞るものを徹

底的に粉砕せずにはおかないのだ。

後藤場長は，河瀬と共に，資料の最後

の整備をしていた。

「しかし，それにしても， よく撮れたも

んだねえ， これは。」



} 例の河の上の捕物の写真である。

il、ゃあ，)1Eがよかったのと，向うの将

化場の人が，随分力を貸してくれました

から。」

「しかし，それにしても， この調書の写

しゃ， この写真は大したもんだよ。」

「天然産卵を阻害する大きな原悶のーっ

として，説得力があればL山、んですが。」

場長は大きくうなづいた。

「その点は，先ず大丈夫だろう。」

「これで一応，三つの論点からのデータ

ーは一応揃った訳で、すね。!

「ふうん。J

場長は，遠い眼差で資料の山を眺めた。

「相手が何しろ沼沢博士だからねえ，油

断はできんO 彼奴はどこかに落し穴を用

意、する名人だからね。 I

「しかし，いよいよ来週て、すね。|

この仕事がかたずくまで，家をIUたと

いうたか子のことにも，心を配るl肢がな

かった。

だが，それも，来週，一一一長い旅を終

えることができれば。

1950年， 10月下旬，東京において，

全国水産会議が開催された。

淡水部会では，淡水漁業研究所の，沼

沢所長と札幌から出席した後藤鮮化場長

の論戦が注目をあつめていた。

本来地味な催しである会議に，異常な

熱気が醸し出されたのは，閉会前，すで

にリプレー勧告と人工併化事業の存廃を

めぐっての激論が予想されていたからで

ある。

リプレー勧告を支持する沼沢博士は，

黒いダブルを漏酒に着こみ，あかぬけ

た身のこなしで，万遁なく出席者に笑顔

を送っていた。

部屋の東隅にほ柄、化事業側の後藤場長

が，ひっそり坐っていた。華やいだ雰囲

気はなかったが，如何にも学究畑の人ら

しい落ち着いた気分が漂っていた。

やがて，会議が始められた。問題のリ

プレー勧告が議題に採択され，討論が開

始されると，沼沢博士が先す、立って，真

向から人工僻化事業に斬りこんで来たの

だ。
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「在、は， リプレー博士の勧告が極めて妥

当なものであり，この勧告にもとづい

て，早急に適切なる処置を構ぜられるべ

きだと考えるものであります。これは，

本来なら，勧告の出される以前に，われ

われの手で、十分に討議されて居るべき問

題でありました。J

一息きって，彼沈静かに会場の反応を

待った。

「荘、が， ここで敢て中 Lr.げたいのは，

未だに人工併化事業を鮭鱒資源を維持す

るための，唯一無二の方法として，信じ

られていることです。

正確な根拠に某かないこうした観念ば

科学的迷信と呼ぶべき性質のものであり

ます。 I

烈しい論難に室内は一瞬ざわめきたっ

た。彼は微笑を浮べて，静まるのを待つ

7こO

iGHQ水産顧問， リプレー博士はいみ

じくも， このわれわれの盲点をl喝破いた

したのであります。

一ーすなわち， さげ， まずにつける傑

識ーっすら， 30 'i，"-Iiijの方法を反省もな

く用いている点を律Í~ 、ています。

一 人工紛化事業は，当然，疑いを持

たれるべきでありました。

良識ある科学者であれ;i，アメリカな



48 

どの例にならって，当然、検討すべきであ

りました。

30年間，サイの河原の子供の真似ご

とを続けるべきて、はなかったのでありま

す。この機会に十分批判されたし、と存ず

る次第であります。」

拍手が起った。激しい語調と比除で彼

は会場を威圧したかのようで、あった。

後藤場長の説明は， これに比べると行

儀が良過ぎる嫌いがないでもなかった。

彼は11内々と会場に語りかけたのだ。

「一一ええ，お手許に差しあげました各

種統計，図表などをご覧いただきながら

お聞き下されば字でご座います。

私は人工僻化事業は必要であるとする

立場でありますが，次の三つの点から，

リプレー勧告に反論するものでご座いま

す。!

しかし，流石に河瀬の苦心した第二の

論点については，出席者の注意をひい

7こ。

「第二，北海道の河川では天然産卵l工事

実上行われないのでご座L、ます。]

あちらこちらで， ささやきが起った。

「リプレー博士の母国アメリカと，北海

道の河川と同一に断ぜられてははなはだ

閃るのでご座います。

例えば，規模の小さい北海道の河川で

もし上流の水が少しでも濁ることがあれ

ば，鮭は直ちに湖上を中止してしまうの

であります。」

場長は，ここでゆっくり資料をひろげ

た。

「更にまた，敗戦国日本においては，誠

に悲しむべきことではありますが，鮭鱒

の密漁が，実に大がかりに，かつ組織的

に行われているのであります。

どうぞ，お手許の写真と，警察調書の

写しをご覧下さいOι」
静カか、なざ

中にひろがつたO それは資料の迫真力に

対するおどろきであった。

l斯様にして，例えば，十勝川では，毎

年略々確実に十万匹の親魚が密漁されて

いると推定されます。

現在のところ，人工僻化事業がようや

くこの密漁を押えるカセとなって居るの

でありますが， もし人工附化事業ーが中止

され天然産卵に待つという一歩後退した

状態に陥入った時には， これら密漁の勢

いを喰し、止めることは，全く不可能にな

ると言つでも過言ではないでありましょ

う。」

拍手がまきお、こった。

緒戦は先ず五分五分としづ成績であっ 1

た。 I

だが，具体的な討論に入ると，沼沢博(

士の攻撃は益々鋭さを加えて来た。

「後藤君のいうところによると，一十統

計七幣化場で採卵した数と 4年後に帰

って来る親魚、との間には，確かな相関々

係があるとのことですが，一一

例えば近年の部分を見れば，少しもそ

の関係が見られない。一一つまり，この

グラフが見せかけのものであることが明

らかであります。」

彼のまわりで失笑が起った。

しかし後藤場長も負けていなかった。

逆に沼沢的表現で

「沼沢君は械めて近視眼的に数字を眺め

て居られるようですが， 例えぽ， 70年

前から続いている茂辺地の記録にご注意

願いたいものであります。」

こう切りかえしたのだ。



沼沢博士は噴然として立ち上った。

「この程度の記録が，科学的根拠となり

得るのでしたら，新潟県三面川二百年の

歴史は，天然産卵の有利さを明白に証明

するものであります。」

後藤場長は，開会前秘めておいた闘志

をここぞとばかり披遣ましたO

!しかしながら， 日本において，沼沢君

の示し得る，天然、産卵有利の根拠は，た

だこれ一つであります。この只一つの成

功例と，あとは専ら人工瞬化事業の統計

の，極限された欠点を挙げることで，天

然産卵の有利さを果して主張できるであ

りましょうか。

人工鮮化事業の数多くの成功の記録を

いったいどうお考えなのでありましょう

カミ。」

共感の拍手が起った。後藤場長は静に

肢を下した。

沼沢博士が意味ありげな微笑を浮べて

立ちあがった。

会場が急、に静かになった。 彼のそうい

う微笑は，いわゆる沼沢博士の落し穴の

前触れとして知られていたのであった。

誰もがシンとして彼の用意した落し穴を

待っていた。

「数ばかり多くても，後藤君の統計は，

統計作成の操作土，重大な欠陥があるの

で，これが改められない限り，と、れーっ

として考慮の対象にならないのでありま

す。」

再び室内がざわめきたった。 博士はニ

ヤリとして続けた。

「というのはです。どの統計を見ても騨

化場が，春川に放してやる稚魚の数が明

確にされて居らないことです。」

後藤場長がいきり立って答えた。

「それははなはだ心外なご発言です。私

共のあつかっている稚魚の数は採卵時に

... J 

「採卵時にはよろしし、。問題は，解化し

た稚魚を，戸外の養魚池に移した際の死

亡率が明示されていないということであ

ります。これでは放流した稚魚、の数が判

らないのは自明の理でありましょう。j

「死亡率は大体 0.3%だ。」

「そういうあいまいな数字をもって， こ

の重大な問題を論議できないではありま

せんか。

この程度の裏付けで，莫大な金を費し

て人工瞬化事業を行う意味があるでしょ

うか。一一お金をドブの中にf舎でるよう

なものだと，お考えにはなりませんでし

ょうか。」

拍手とざわめきが室内を満した。

討論は大詰であった。

疲れ果てて，引きあげて来た後藤場長

と河瀬を，十一堂本や清川のり子が迎え

た。

控室へ歩きながら，場長は，

「やられた， やられた。一番痛いところ

を街カミれたね。」

何度もそう i庄やいていた。

堂本がしきりに首を振りながら，

「しかし，三面川の逆襲は実に鮮やかだ

ったがな。」

と言う。のり子は，

「何と言つでも，密漁のことが一番効果

があったと思うわ。」

と河瀬、を見た。

「あとは委員会の結論を待つだけさ。」

L、L、ながら， illJ瀬は控室の入口に立っ

ている人影に気付いた。
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沼沢たか子であった。

二人の後姿を堂本と清川が見送ってい

?こ。

「そわそわしてやがる。」堂本が笑った。

「きれいな人ねえ。Jのり子は溜息をも

らした。

「似合のカツフ。ルだよ。」

「そうねえ。」

後から場長が声をかけた。

「人のフリ見て我フリなおせっていう

ぞ。二人とも似合のカツフ。ルだぞ。|

みんな笑った。

ボンボン蒸汽が黒い煙をまきちらして

川を横切って行った。

河瀬とたか子は隅田川の黒L、流れを見

つめていた。

「あたし，父のところを出ましたのよ。」

たか子が消え入りそうに言った。

「知ってました。」

「おつとめしましたの。」

「そうですか。」

「もう一人前でしょう。」

河瀬の胸が暖かくなって来た。十勝の

山の中て、味わったあの暖かさであろう。

不器用な会話ーから，二人は次第に以前

のくつろぎを取り戻して行った。

「今日の会議，ずっと傍聴しましたのO

長い間ご苦労さまでした。」

「今日はあなたのお父さんにすっかりや

られてしまいましたよ。J

河瀬は撫然として言った。

「委員会の結論如何では，ぼくらの仕事

もなくなるかもしれない訳です。」

「そうかしら。」

たか子ーの障がくりっと動いた。

「官、覚えてるわ。あなたが茂辺地の小さ

な泉の側でおっしゃったこと。毎年毎年

沢山の稚魚を海へ放してやって， 4，年目

に大人になって戻って来るのを待ってて

やるんだって一一

ぼくらは，先のことを相手に仕事をし

ているんだってー十」

「うん。」

「私，生意気かもしれないけど，思うの

よ。そうし、う未来をかけた仕事は，決し

て亡びないんだって。」

河瀬は，おどろいたようにたか子の顔

を覗きこんだ。

「たか子ーさん，本当に未来を信ずること

ができるんですか? これから先のこと

を。」

たか子の黒い瞳は何の回託もなく笑っ

ていた。

「ええ，あなたと一緒に居ると，未来の

ことが， もう， 自に見えて来るわ。男の

子が二人居て，末っ子が，女の子で一一一

小さな可愛らしい家に住んでー十一」

未来は始まった。

1951年， 全国水産会議の結論を侠た

ず，人工僻化事業は法律的に決定された

のであるO

一一農林大臣はサケ・マスの増殖を図

るために，人工併化放流を実施する。

1952年， ようやく全国水産会議の結

論が出された。

一一科学的基礎に立脚して，人工僻化

事業を実施するものとする。

そして 1959年，さけ・ます人工僻化

事業開始80周年記念式典が挙行された。

各国から祝辞，贈り物が寄せられ，人

工併化事業はここに最盛期を迎えること

になったのである。




