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船は 102トンのR丸の小さい炊事場で

ちる。 20人の船nたち，それは，みんな

北海道と吉森からやってきた人たちであ

ったが，い支は，綱をおろす作業を了え

て，食'lnことりかかった。もう，内夜の

季節のこととて， rfl土は)11¥l、でいる。オッ

トセイが， しきりに網のツ十に沿って泳

いでいて，白い腹をみせながら，向うに

越えていったりするつ

官、は，お汁粉っくりにすっかり疲れて

し支ったσ やはり， 1動らきだすと，怠け

ている jゥ:-r-には行かぬように，人間の社

会はできているようだο

町)の揺れ方(主，ベーリング海では，そ

ん伝;二ひどくないという触hてλだった

が， これでは，ひどくないこともないの

hl、人 tパ，千 ブノLにおくと，こ YバFど)

L， ;3I[1[(:，'.j-.くり!ヨ;_)-こし主うの7二百

L、じヂ，-'7 '1 ': 1!、;土 1)、L、こ t1 v寸た

!):， 1:"，1I:J、行民生いれる筒/につ fニいそ I1

11， riJ.足をへ 11たりだ[た 1) Lないとき

ど:J-， 1)'(山内I/¥j， :t~ ，t )んヤ1(llがのると

L、う， (、とも(i)lJ'((')/工ものfJu こ，!I~>.:'， 

j也卜‘にも L迎Ij卜「る江らば， f恒慌をおむえ

ばス".Kl'tのナベにもなろうというもので

;ちる"

-rたjフt:'"_)， この独航船JJLるものには，

1 111" i" 余剰ITGU古なら j、のはなt、J ぞ

んなのんきなアイデアの)戎り立つには，

この円本同は， もっと富まね;まならず，

つまり， もっとサケやマスがうんと獲れ

るようにならなければなら1:;(、と L寸フん

ばかりである。

在、:1，おわんで， ブドウi内をのむこと

になったの →升ピンからついで，一つの

茶わんをのみまわすのだから，なんと，

つがれただけはが(主ねば次の人がこまる

という寸法だ。炊事場は，タタミ三畳く

らいの広きだから，そのなかは，それな

りに繋っていた。 Lか L，中央には，で

んとストーブ兼用の釜があって，そのそ

ばには，調月一台と水桶があるから， ここ

に集まるということは， とても 5人以上

は無J~Iである。それでは，食:ずはないの

かο ない。食r市?そんなものが， このベ

ーリングifけでj泊)目すると!ι うのか， 判か

ら{反主で魚をとり i三ぎて L 、る人 Iベ与~

<1リ11，! 1 ( t，魚をと，)に/:-->

そうだったっそのと「去りょ~/

:iカ)j(上， ii攻'[tなのだ〆

qr~ '['i t， 人間がこれ主でな Ltこii(、の

うFfC， もっともjド人間(1'');'C;ものであっ

たが，そのipJc.L[，をそのままモラルとして

ベーリング似までもってきているとす.!l

~ :r，食常がないことなど I~ ~]J;出では J工 L 、

コヵ IJ， ìì\~ ¥.、にかじ:1')くこl:.t! 



かへりにはハコ〆テまで行け-li，ゼニ

さえだせばtどもおるし，気の小さい，ゼ

ニの惜し L、奴は， さっさと郷里へ行くが

よし、。そこには，妻子が父チャンのかえ

りを待っているだろう。

要するに，かかる戦場にきて，食堂と

か，風呂とか，いわんや魚以外のことに

つべこベいうものは，問題にならん O

r:rJ:坦は，いかによい1れをあげて，僚船

をだ Lぬくなり， うまいとこやって，歩

(i<rf:の 1)j1'Jでも多くなる上ろにべつるこ

とだ。こうしたとこんでは，在、の怠~t!._¥J 

感想などは， 何よそ忌:".t;U) /( ~ 、しので，

J、11って/ド斤>.'Lのためには， tiiにも /:Cf)ρ、

ねない勢いだれ Lか 1， 11本のj占W.I工2

命を'、)工ることを了約!.kL -(くれにいる l

Jムがベーリング(i!jからもとって政府の1::)

官(行政高官ではない)から取りつけた

約束も， これを証明してくれたので， さ

すがは自由を愛するつもりがあるわいと

安心してペンをとることができたのは 11

本人としてホツとした次第だ。

さて，そんなわげで・・(l

円、ったい， アリユーシャン瓶城に，

サケやマスは，ずっと前にくらべると，

ふえているんですか?ミ

在、は， :tヨil粉を二本イJもたべて， ~、 L 、加1

i成にふくらんできたお!良企さすりながら

きL、fこc

すると，戦争中からこの地}j金支Llって

いるという 1人が，符へJこc

とそりゃ， i成りましたとも・一 0-:::

すこぶる，常識的/工訴になってきた O

"-jると，増えてくるようすはありま

せんかね?よ

とそれ{t， /.1 ;::_-三 -tlrア..ご

，['" (， Jごjへ マ¥:-
) '-、/

とこの.J，'D-fでは， だんだん子り iこくく

なりますかね?こ

ともう少し， とらせてほし L 、~_)んです

よ。どうせ公ぬですからなア ιコ

独航船主の 4人と， 青森， l>I:i[l((，札l悦

と釧路で会ってきた夜、iこは， この人たち

の;志見も公i#j創設漁獲論をL、とも単純に

となえていて，少しも疑うところがな

く， 1t ~rO)'r間五といっしょに :U漁するく

らいの元気が 11本にもなくてはと，在、を

びっくりさせる始末であった。

Lか L， J，どろく Jjが無坪な l~lÎで，こ

の人 t~ んは，煎~( .J七;でしらくとゐこと

に，その性{(U)ずベ?と会カベ 1-C ~、ふの~亡

jf)つ』ど，そのためには，それたりの研究

i， fJyj J)ムI.-¥、--::)0) l二I， どjh，こう l

u メトー命 ':('1) ， 一\トリンフ話IJ く八 r~

1) 支で\~っこさ~c ~、 /':'hi r-だ、

戦争にでもでかける気になら/t.，くこ

は， とても， こん/J:.生活をたえられるわ

げがなL、。兵隊が，生きてかえれば，勲

章と恩給と賞讃が侍らかまえていたよう

に， この人たちにはゼニコと美人と支:了ー

とが待って L、ょうと L、うものだc

私は， R丸の漁拐長にきいた。彼(，t， 

G年もこの地万の海にやってきている。

季肢のこと， i魚長のぷかれたいろいろな

変化と状況に彼なりに適応してきたよう
、，二
I~O 

とL、ったい，サケやマスは， 多くなっ

てレるようですか，少なくなっているよ

うですか。ミ

13 

ごさあ，そんなに減っているとも考え

られませんが， ともかく i魚、季がみじかく

て困るんですパ禁止[l(J戒が-t!ーごと iこ広く

はってくと)んですi_;¥ つ ti)， こう JKZ)

レ J、三く /Fi iVパi(1、1:(J-... _ /) -( I 1:)ーと
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iこなりましてねえ。コ

となるほどoミ

ミもう少しカムチヤツ刀の沿岸でとる

と， もっと大きい魚になってからとれる

んだし，たくさんとらんでも， トン数は

1<IJって余汁になるんですが-…。=

なかなか， この漁勝長は，おもしろい

ことをいうものだ。

1万トン級の母船を 1Fl海の上におい

ただけで， 130万円もかかるということ

であったが， この独航船だって，相当か

かっているはずだ。

すると， こう L、う疑問がわいてくる。

魚がまったくいないのではなL、。

場所と時点に，いささか問題がでてく

ると L、うものだろう。

近海まで大きくたって近づL、て来ない

うちに，れ11什でみんな土庁てしまうんだ

とjf}岸業者はいっていたが， これもまっ

たく理のないことでもなさそうだ。

母船式操業というのは，きてみると，

なるほど近代的で壮観である。

しかし，魚をとっているのは，いわば

木の葉のような独航船である。

母船からの水，食料の補給をうげてそ

の操業をつづけているわけだが， それ

は，決して1たからぬものだろう。

在、が乗った仲積船が，古こ森からでたの

は 81IもHIiだったのだカ冶ら‘ ここまで，

ずい分ガソリンや噴油を食ったわけだ(

ただでやってきたのではなかった。

私は，船長のすすめで，彼のベッドを

1Ji会りて，判t~ぬいだだけでやすませても

らうことにしたの I畳の広さがあれば，

まずJミノ「でも凡才一でも，からだをのぼし

てn!¥;ら4'るわ(-)"だが， どう L、うものヵ、，

この船のベヅド l土， !'r: tJd ~--c ぎて L 、な L 、

ょうだ。剤1Iく短かい人IWjだけのためにぷ

汁がすすめられたらしく，足をのばすと

少々あまり，横になると，足を曲げなく

てはならぬ。食器や味噌など入れるアパ

ートの戸棚といったあんぱいで，ベニヤ

の戸をしめる仕くみには笑いがおのずか

らi乏んでくるという状況となっている。

頭をもたげようものなら，すぐ天井で，

ここではし、かなる人間仏花嫁のごと

く，おわっL、て， しづかにそのベッドに

人らねばならぬだろう。

ベニヤの壁には， カラーのヌード写真

がし、く枚かピンでとめられてある。 li~jt

な映画女優の水着姿もあって，小展覧会

のようだ。

間話休題。

魚、をとっている人々にも J考えられるこ

とは，やはり，昔のカムチヤツカ沿岸に

土地をかりて，近くの海でとってきたも

のさと加工する方がよかったということだ

った。

人|討は， ;J(に住んでいた動物の進化し

たものではなさそうだとすれば，いくら

ゼニコがもうかるにしても，海の Lで，

3カ月もくらすということに， この人セ

が大き L、不自然、をかんじていることは，

理解されそうだc すなわ仏人1:りが，も

L長い期間にわたって，海上に生きるこ

とが神さまの思召 LにもIri，bぬものとす

れば，そこに一つの調和が考えられなく

てiよなるまいσ

こう見てくると， nti:に生きるというこ

とは，谷易ならぬことだし，ましてや，

3カ月もすごすということは，いくらI詑

備がよくなったにしても，小自然、なこと

になるの

ゃんしt， こんなことを考えながら， {fi}:/) ¥ 



らもどってきたのだ。そして，サケもマ

スも，無限にいるのではなく，それは，

やはり嫡やさなければいなくならないま

でも，少なくなることを知ったわ

主だ， このことを知らぬか， または知

ろうとしない人が多いことにもおどろく

ほどだ。政治家の l人が，私にいうので

あるの

と tI，魚a白然、:に舶えるようにできて

いるよ。ミ

そんなことはなL、。

民族も亡んだし，かならず栄えるとい

うことは誰もいっていないハ

ましてや，魚、を人間が片っば Lからと

って白然に航えると思っているとすれ

ば，誰も(動らいたり，頭をひねったりす

ること l工L、らぬはずだひ

そんなことで，在、は，水産庁のさるお

偉方に会ってみたわげだc

彼~i， 1尾をふやすには，いろんな経

費をふくめて 37銭くらいかかる L， い

まの予算でも(十ずられる気配なのに， も

っとふやすこと(主容坊ではなかみうとい

ったの

しか L，それではlil'tt本をせずに，本だ

()ーは{えろうとするのに似て L、る。

とそれιA¥， 11-"1刈土放IJr[ではとのIf<11こ

も劣らぬが，I"JこんinJがわるくなっ亡い

てjユわミ

それはき食物はあるが， I過が!t.いのに

通じているようなものだσ

在、l土， リュックに登山靴 Iミ:j:iょげのジ

ャンパ~(ニ身なかためて北海道へ行くこ

とにし 7こO

北海道の放w長船こそは， この 11本の

j!~ 竹[1 ，，'d}('jl'づけ』乙日どのIt市や t】ってい

心力、，:)レレ〉ゐ

まず，私は，その方法を考へてみた。

北海道は，ほとんど1JI登りにやってきて

まわっているところだっ7こO

札幌で，一つのことを知った。

それは，行政組織のことだったっ

私のように， 刑務所， 裁判所， 税妨

害，警察署のように，所または宮の字の

つくところに縁のほとんどないものが，

ややこしいその仕組みをきいていると頭

がL、たくなる。

サケやマスをフ化する仕事は，一尾の

魚の話だから，一つの役所がやっている

のかと思っていたところ，それは，水産

庁と北海道庁の二つでやっていることが

わかった。うかつな話でもあったがきい

てみると，そうかなあと思われるふしも

必いではなく，道庁の建物をでてから，

私は， ハテほんとうにこれでよレのかな

アと， しばらく考えこんでしまったこと

である。

北見網走行の汽車をつかまえてはっと

したのとちらを先iこし たらよかろうとい

う迷いがこれで決まったわけだ。

ぐっすりねむって眼覚めてみると， も

う制定が近かった。

駅前のM食堂でWlの食引をしている

と，在、のf偵をまじまじと見つめている)¥:

L、美人がL、るい布、11彼氏のようすが， と

うもおか Lいので， 11会つむったο

そうだ， s旅館の9..'↓:さんだυ

まだ流氷期の 4 月~ 11に， この附jヘヤ

ってきた私は，そこに 2IJ泊ったことだ

ったη

網走湖のほとりの原始林のなかには，

呼人の捕獲場があった。呼人という名宮

市がつけf二かな7:11おこと ιでき /c~、が，

この;JY:L l 'i，IJlのほとりにひつものは， 人

15 
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会 I~子 (f-f(こ(i\，、らhなかったであろう η

捕獲場には， まだマスも庁ケものぼっ

てくるに早い季節であった。

風は林にとどろくように鳴って，湖:1

11く泡立っている。それは，北万の天の

雲をかきまわしている。 北見国境の山々

が，暗い雲のあいだから，するどい山の

屋根を見せながら姿を現わす。

私は，パスで網走の町にひきかへして

きた。ウトロ原人たちの遺跡は.1uJ口の

近くにあったが，不潔の表徴のようで足

をふむところも少なし、。網走川は， もは

や油と廃液のために，水は黄色に変って

いる。魚が釣れると見えて，釣人たち

が， しきりに小さいのをあげているが，

釣った当人の語るところによれば， くさ

いので， よく水て、洗ってからでなくては

焼くことも煮ることもできないとのこと

である。

能取湖畔の湿原には，サンゴ草が，水

ぎわに群生していて，沈んだ朱色が， -Jj-
い空に映っているのもう水鳥たちが，い

っぱいに泳いでいる。

常日についた。私は，駅長さんの;'il)陪

から S先生に電話した。

S先生の家は，常呂川のがj口の r!MJ台に

あって. ~Idで山と川と海が見える。

もう，ストーブの火が赤かった。

きょうのプランどおり，自転車にのっ

て，常呂川の捕獲場に向かった。

常呂川は，干・魅のために，すっかり河

床があらわになっていて，船も， この河

口の港に入りにくし、。

河口の水は黒L、。公園の尚台にのぼっ

てみると，いよいよ黒L、。それは，陥い

空のせいだけではないの私は，いくどか

ごの川~(訪ねて L 、るが，その!たい色(.1，

11二ごとに加1，1コってL、るの/ご。

おそい秋と忠われていたのが.ヤLti) 

Mの右}干の原始林の/各業には北)jのJ火の
あわただ Lさがかんじられる。

ベタルをふんで Lばらく行くと，小さ

L、木造パラック建の事務所が比えるハ

捕獲場の人たちは，ひまを持てあまし

てL、るようだ。

広い板の間に大きいストーブがもえて

いる。部医の 1方には，列車の 1等寝台

事のようにベッドが設けられ， カーテン

のかげから 3人の青年が口をさまして，

ハシゴをおりてきた。

まだ，魚、は 50尾しかとれていなL、(，

川は，水不足で，捕獲j坊は， -~.):I~\;には便

利であるが，魚がのぼってこ江いのでは

話にならなL、。

主任の伊藤さんも，!ど、案!浪だ。

S先生の客間は，夜になって，いらい

ろな人々が集まってきた。 s先生は. I没

者だから，出入する人も外L、。

土杉さんも，その 1人だ。

私は，さっきから， 上杉さんの訴をき

いている。ストーブ、は， よくもえている

L. ビールも入ったので，一同は，元気

がすこぶるよい。

t杉さんは，川の汚れたことをi殿粉工

場の廃液のためであると論ずるのだがそ

ればかりではなL、。

この川の上流には，北見市という，新

興の都市がある。パルプ， ビートの工場

が，廃液処理をずいぶん良心的にやって

いるが，良心と現実は符合しないことの

)jが多く， この川の例もこれをもれるも

のではないことが，黒いノ1¥.~ど見れば，そ

れは，馬鹿でもチヨンでもわかろうとい

e， .[， (J) /'， 



i二杉さんは，稚魚が，放流しても，川

で死んでしまうのが多くて， i毎まで元気

で出て行くのは，想像するよりも少ない

ように思うとし、う。

こうなると，鮮化放流は，誕の河原の

石積みほどではないにしても，条件が日

1日と悪くなることは考えられるし， ま

た悪くなっていることを証明してもいる

ことは認めねばなるまし、。

洪水や天災がもたらす部分ではなく，

明らかに，人聞が意志をもって，結果:を

見ているものである。

和:魚ぽかりではなく，成魚、も川をのぼ

るためには多くの困難がある。

それは，密漁だc

巡査は， これを取締ることになってい

るが，巡査は，ほかにも仕事がある。

この町は，東西南北 40キロもあるヵ、

ら，本州の一つの君[¥に近い。

隣家との距離は速いし，部落も， した

がって遠い道理だ。 巡査は川を見てばか

りはL、らALtJこし、。
川の向うに住んでいるある家族;1， こ

の町の密漁者のナンバーワンといわれて

いたが， ここ 5， 6年のあいだに，魚を

ひそかにあげて，大もうけをしたとあ

る。

彼は，巡査が近くにL、ない 111r'たしか

めて，堂々と網をはる。 IIIJの人たちは，

顔見知lりのこととて，巡査が発見してく

れればよいがと思うだけで，限をつぶっ

てしまう次第であるc

こうしていると，どこからともなく，

魚が現われてきて，回jの人々の口にも入

ってくるチャンスヵ:で、きょうというもの

である。魚が少はいのか，とるので少く

なるのかi土オ〉からぬが， ともかく，サケ

とマスの姿は正月でも拝めtn、といろの

!J';'t1'IICl)上うであ之L

この111]1t， r(iI，、~z の出と L て栄ーと Jニ II:d に

があった。 しかし， いまは， J;23長に(dく有

して行きながら，サロマ湖に年間 60(l万

円を投資して漁業協同組合が，帆立貝の

養殖を行なっている。

サロマ湖という好条件を生かしたこと

も主因であるが， この組合の人たちの努

力が発芽していることは，ひいては，養

殖がやはり漁業の大きい作業の一つであ

ることをも知らせることになっている c

この沿岸の海流は，南に向って流れて

いるので，養殖地帯に汚水が海水にまじ

る。漁業者は，補償問題でさわぎたてた

が，雨がふった1Iに町の高台からみてい

ると，黄色い水が沖合 4キロのところま

で、まじっているヵ、ら， IIH:¥L貝のげ{えてい

る地帯も， これによって多少の被害は受

げてL、ることが考えられた。

ただ，帆jJ.貝の養禍事業とI主j辿して，

サケとマスの湖上にもこの人々が考えを

およぼしていることは，苦労'しただけあ

って当然のことながら注目されるコ

11札立貝の収益 12，000万円にのぼって

いるから，汚;J(の問題が処理されること

は，繁栄を約束されることでもある。

ここでは，組合経常で，サケ・マス船

団iこ独航船一隻を出しているc

ことしは， 300万円ちかL、利益をあげ

ているから，設備改台干の可能性はあるよ
， ， 
つ7こ。

この川に， もL，サケとマスがたくさ

ん í~i)j J:-. してくれば，筋了1r'とったあとは

組合に払卜(子られることになってレるの

だから，組合は真剣にならぬわけにはfJ 

かなくなる。私は， この組介の人たちと

21時間ほど話しているうわに， i魚業に丸、j

する精神}二のラウンドが実に新しレの，ど

!tEじたことである。

それは， iiffJ11杓であるとともに，すこ

ぷ乙 [111j11. ~庁j ql lてん、れてL、f二十
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