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オゼルノエからナホトカまで

オ七、ルノエ(クリール11明)

ウスチボリシヤレツグを発って 7月24

日の深夜オゼルノエ沖へ子IJ着， I時化のた

め20 日午 ~íJlll舟に至って漸く1::1控，ただ

ちにオセルノフスキ~{.(¥(業コンビナーを

訪日11ガルカービ主任技師の説明を惜lき，
工場を見学，午後 8時宿舎 8年;!ilj小学校

でおちつく乙とが出来7こc このiEi子7ーは 2

階建の立派な校舎で夏季休暇中の一教室

を開放してベッド13を)ifび人れ清潔なホ

テルとなっていた。ここでは公衆!氏日が

一時われわれのために開放せられ久し振

りで旅の垢を ì~L し，翌日111 は去りがちの

天使であったがトラック 2台に分乗して

桁イ与をi11先途'1'4つの波助を経て馬に釆

り， ll~ あり，行あり，y!:にMを i度る山道

ιι 野 誠

を約20粁無事クリール湖へ到着した。宿

舎出発の際，途中から馬に采る話は聞い

ていたが，北海道のドサンコ程度の小型

の馬であろうとたかをくっていた処，い

ぎ現地へ着いて見ると立派な本当の馬で

一同乗るには乗ったが何うなることかと

忠われた。北水研究所長大桓氏，日魯の上

野氏等は経験がある様子でさっそうとし

た姿勢で早速出発，相憎えの直ぐ後l乙続

いて私の馬はこれに遅れじと走り出した

だ鞍にしがみついているのがやっとで辛

うじで落馬をまぬがれたが，その姿は他

から見れば案外サツソウとしていたとの

ことで面目を保つことが出来た。このク

リール湖行きにはオピルノエから万ーの

事故を心配して l;:医さんが 1人f丁を共に 1

したが，辰馬は嫌と20:1干の山坂を馬と一

結にうじき通したのには驚いたわ平いわれ



われ一行には事故はなかったが，前記ガ

ルカーヒ、主任技(ll!iが落馬しその先は120k

去をえる巨躯にも拘らず遂に女医さんと

一緒に歩いて仕舞った。

過日東京で日米加!の漁業会議にオブ、ザ

ーパーとして出席の、うけをI"j行したセムコ

氏に会い，たまたま請がこの落馬のこと

に及び彼の落馬した谷はその後ガルカー

ビの存と呼ばれることになったといって

L、TこO

さてクリール湖はベニサケの産卵場と

して知られ，面積76平方粁の北海道の支

努湖に似た火山陥没湖で現在アジア側の

ベニサケの最大の産卵場となっている。

ベニサケの洲~:は毎年 6 月上旬から 9 月

中旬迄のJ/~で194':" 1945， 1947， 1949年

には毎年400万尾余の湖上が算定された

が， 1951， 1952年には 240万尾余， 1954. 

年は最も忠く僅か30万尾に過ぎなかった

といわれる。これら湖上魚の算定は湖口

より約5粁下流のオゼルナヤ川で行なわ

れ河幅 180mの全川をジュラルミンパイ

プの格子で遮断し， 1Ji LI一定の11年|日jにそ

の一方11を開放して尾数を算定している。

この状況はわれわれの視察時が丁度盛期

に当り多数のベニサケの群泳が見られ算

定の実際も詳細に視ることが出来た。太

平洋漁業及び獅洋研究所カムチヤツカ支

所に所属するこの算定所には所長エコぷル

ワ!;L:史を始め 4人の研究ι技術者が駐

在し街を遠く離れたヘキ地で研究が進め

られ，所長エコοルワ氏史はモスクワ大学

を出て間もなくここへ廻りすでに10年を

経たといわれる。クリール湖畔にはベッ

ド約25~6 を設けた大天トが張られわれ

われの到着を待っていたが，湖水l乙山岳

を配した自然のた民間l乙トラック，民1，
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の疲れも忘れたちまちテントの側にたき

火が始まり，風ザ1)を引くといけないから

中へ入りなさいという女医さん，あるい

は所長エゴルワさんの注意lこも'容易に耳

をかさず遂にベニサケを 1足立い受けそ

の辺の小校で速製の中を作り u本独特の

料埋が始まった。北緯[551支の空l乙北極星

をあおぐカムチヤツカ南端の奥地でのキ

ャンプブアイヤーの忠いIl:lは真に忘れる

ことの山米ない印象を残している。

一伐をテントで明かしたわれわれはク

リール湖の!I(.{?Iで洗顔さっぱりした気分

でエゴルワ女史から湖水概要説明を受け

更に産卵のため湖畔の小泉に入り卵床を

刷る c 赤く変ったベニサケの生態を見

学，再び采馬で約 5粁下流の算定所へ到

着した。行く時にも視たベニの大群は相

変らずシユラルミンパイプの格子の下に

見られ，特にその中に多数の傷魚、が散見

せられエコ、ルワl;;史の話では多い時には

30%にも達し，その一部は産卵場l乙達す

るIili!乙繁死するといわれ，われわれの数

えた処でも lS~20%の傷魚、の混在が認め

られた。

これらの傷魚はオホックでも，イーチ

ヤでもまたポリシヤヤ川でも見せられ海

洋漁業のために生じたものであることを

強張していた。

クリール湖よりの帰途は再び:采馬， ト

ラックを利用 2番目の渡し場を超えた処

にある温泉療養所に 11(18月2f_!オマヒ、ル

ノエの小学校へ帰った。 i昆泉療養所を U

の前lとして S番目の渡し場へ到達した時

に連絡が書、かったと見えて舟は対岸にあ

って暫く待期せねばならなかった。

ここでは 1人のソ連人が対岸え渡した

ワイヤーをったわって JIJを取りに渡りか



32 

げたが力及ばず約山程度で反って来Tこ。

ソ連側の話ではソ連にはこのようなセツ

カチな人はほとんどなく，普通の場合は

心体強く待っているとのこと。日本人と

同様セツカチなソ述人も隔にはいるとい

う一つの出来事であった。さて温泉療養

所はすぐ衰の山の中腹から豊富な温泉が

湧きこれをパイプで引いて浴場が作られ

ているが， 日本のように大きな浴槽はな

く，ホテルにあるような 1人用のノ4スで

ゆっくりと溢泉気分にひたるというわけ

にはゆかなかった。ここの療養所には主

任医師の他 3~4 人看護婦がいて療養者

は全部一時別棟に移してわれわれの宿舎

としたもので，一部屋;;~ 4人宛分れて

ゆっくり馬， トラックの疲をいやすこと

が出米た。看護品1jの中に20歳IjiI後の英語

の話せる大学出の美人が 1人いて備付の

秤で体重を計るから台l乙上れとのこと，

佐藤，平野lJ:il氏と筆者等が計って買った

のであるが， fロjれも 601i.L未満， LJ本人は

小さくて軽るいといわれている処へ前記

バーニンJX;，セムコ氏等もー絡になり台

にとったとたんにノ三一ニン氏 115liL セ

ムコ氏は何んと 120liLを超えわれわれの

倍以上Tこだ唖然、とするばかりであった。

再びオセルノエへ帰ったわれわれは更

に工場，魚類処理場，イクラ製造工程等

を見学の後，船にかえりカムチヤツカ南

端のロパトカ岬を細って東海岸のベトロ

パウロスクへ向った。

ペトロパウロスク(夕、ーリニー湖およ

びソーコチプロトニコワ観測所)

8月4日時化のため宿舎で暫く待期午

前10時漸く風もおさまり全員無事艦l乙移

乗オ，ヒ、ルノエを:1¥発，航1'¥1約15時間 8月

5 n 午前 111~j50分 1([持ベトロパウロスク

港岸壁へ横付となり，直l乙釆用車でヴオ

ストークホテルに|匂った。ぺトロパウロ

ス7はカムチヤツカ第一の者[1で奇艇に柿

除が行とどいた街路にホテルも仲々立派

で皆、じの良い街である。ホテルでは 170

mcを超える体格のよい:女給がfnJくれと

|立話をしてくれ部屋へ紅茶を運んだり，

ベッドの仕度をしてくれたり，唯スパシ

イバ(有難う)のみでは何んとなく消ま

ない気がしてとって置きの言葉で感謝の

怠を表した処，これは「いろいろと親切

にして戴いて誠に有難うとざいました。

厚くと礼申とげます lとの世話になった

長上への最上級の言葉で使う処が間違っ

たとのこと何うりで変な顔をして「ダー!

といってにげた筈Tごと大笑いであった。

きて 8月6日は早速カムチヤツカ・ソ

ブナルホーズ(カムチヤツカ国民経済会

議)を訪問議長第一代理ルインジン氏

〔議長ヴアニアエフ氏はソ連側漁業調査

凶々長として当時北海道視察If::r)の説明

をを聞き双方会談が行われ，午後は大平

洋漁業および海洋研究所を訪ねニクーリ

ン所長の説明を聞き，またカムチヤツカ

i魚類保護増殖局長コルネチユーク氏，あ

るいはサケ・マス研究の権威セムコ氏お

よび海洋底魚専門のボルートフ氏等の講

演を聞いた。ここでも日本のサケ・マス

地殖，あるいはニシンその他の漁業につ

いての活発な質疑応答が行われ，特l乙コ

ルネチユウク局長は可成激越な口調で日

本の北洋漁菜における独航船の条約禁止

区域への侵入を指摘しその尊守を強調し

ていた。

8月7日は快晴で正午ホテルを出発し

たわれわれは自動軍で約2時間，さらに

2台のヘリコプターで 2人宛ダーリニー
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湖畔へ飛ぴカムチヤツカ漁業および海洋

研究所に所属するターリニー湖観測所へ

到着した。

ここにはクローヒンおよびクロギウス

両博士が20年目IIiから駐在してダーリニー

湖のベニサケの資源，環境の研究を行っ

ており，ゎ・れわれの訪問を大観迎湖水に

関する研究について詰細な説明があっ

た。

4特寺 iに乙ダ一リニ一 j抑湖砂机lのベニザケは1947~句1 今

ころまでで、はi毎正f年干手ミ 1日50，00∞O尾余の洲上が

ありι，i産主卵場は満足すべき充J泊満荷品01皮主を示し

ドし1957千年十下」牟牟には17，000尾が湖;J((こ湖入し

Tこのみであったといわれる。

湖上減の原因については産卵後の親魚

の舞死体による湖水の世養の補給と重要

!な関係があるといい，さらにまた泌洋に

|おける減粍がnT成大きいもの考えられる

|と強調し 山 …
見られることは海i洋千引i漁魚:莱長の影響でで、あると

|指摘胤していたt:.o :; p --一ロト…一tヒン 片付ス

両博士はともにカムチヤツカの湖沼研究

の権威で，特l乙クロギウスI専士は婦人の

| ーいル… 奥地の湖
沼，河川を抜渉し，馬l乙乗り，まに徒歩

で熊におびやかされながら調査した当

時を楽しそうに話され両博士ともにすで

に60歳を超えているが，今、なお活発な研

究に従事し最近の論文も 2~-';}に止まら

ない。

ダーリニー湖畔で一泊して再びヘリコ

プター，自動車の采つぎでぺトロパウロ

スクへ帰り，翌日再び自動車でカムチヤ

ツカの分水嶺を超へ前日同様ヘリコプタ

ーに釆替えてボリシヤヤ川の上流， ソー

コチおよびプロトニコワ川の観測所を視
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察した。ソーコチ川はその上流にソーコ

チ泉のある支流で、カラフトマスの湖上で

知られ，またプロトニコワ川はナチカ湖

より出る川幅80m余に達する大支流で両

方ともに木格子で{uJ) 11を遮断して魚の算

定が行われている。

これらの川はベニサケ・カラフトマス

の他シロサケ，マスノスケ，サクラマス

等が湖上し1951年にソーコチ川へ湖った

カラフトマスは 750，仰0屈を数えている

が，最近ではほとんど湖上が見られない

といっていた。

プロトニコワ川は特l乙ベニサケが多く

故近 6~70， OOO屈の洲上が比られ，その

中にはダーリニー湖|口H;r<多数の洞傷魚、の
合まれていることを強調していた。この

観測所には所長ガヴリーロチキン氏の下

に所長第一代J塁スローギナ女史がいてヘ

リコプターを利用して漸く到着するよう

なヘキ地で元気に活躍していた。帰途再

びヘリコフターでハラトンカ村に在る温

泉療養所で休憩再び自動車に采替え午後

9時ホテルへ到着しにじ

温泉療養所はカムチヤツカの分水嶺に

近い高原に在り，カムチヤツカでもっと

も気候が良く，時にはトマトが赤く熟す

るとのこと。所長は良く肥った年配の婦

人でわれわれの訪問を大変喜んで歓迎し

てくれた。ここにも療養所の浴場があり

黄ぢん万丈の自動車旅行でかぶったほこ

りを落すため入浴サービスがあり， 2人

ずつ交替でシャワーを浴び，ノミスをつか

うことが出来た。 浴場では看護婦2人が

専属にサービスに当り，シャワー{可分，

入浴何分と指示があって時間が来なけれ

ばシャワーをやめることが出来ず，また

入浴も口ザ成長時間ぢっと詰っているのみ
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で，何んとなくおちつかぬ入浴であっ

た。療養所の大倉堂で'fJi食の後各自思い

思いに輪投，バレーボールあるいはチェ

ス， トーミノ等l乙興じなごやかな日ソ交歓

の後なごりを惜しみながらここ辞した。

きて，ペト口パウロス 7は半描のため

写真のJ最影は一部制約があったが，港以

外は自由で市内見物の後， jljびカムチヤ

ツカ凶民経済会議を訪れ感想、，意見の交

換賞疑応答が行われ，ソ連側から U本の

漁業について積極的な質問があって，そ

れぞれ担当凶品からの説明があった。

8 )-1 9 Fl各種の予定を全部終了，カム

チヤツカ以後の晩餐会がi保され， l出甘削!日山r~市~tJ 占

約5印O名，今までにない盛大なもので~i{が

進むにしたがって， ソ連側のカチユーシ

ヤの合唱えに対してI、1Il_)_-I"jの荒城の月

あるいは牟を納めて等の台~M，何時はて

るとも匁lれぬ楽しいうと歓が統けられた。

外は wS成ひどい|十lで、あったが，深{交2C>

4Ui時分， -I"J名残りを'18¥しみつつ半般に

帰り，雨の中を(tiJs~j までも立ちつくして

手をふるカムチヤガール(カムチヤツカ

に永く住む人々)を後に静かに岸壁を離

れた。

沿岸警備艦 No.50の艦長は未Tご30台

のハンサムで身長 6尺を超え，各地へ上

陸する度lこ人気のまととなっていた。艦

の操作を命令する口調は極めて明確，乙

の艦長の下に働く水兵さんあるいは上官

一同もいかにも楽し相で， 日本語の上手

な副艦長あるいはソ連人には珍しいわれ

われよりも背の低い，愛隔者のドクタ一

等， 7月15flこの艦に世話になって以来

8月15日ナホトカへ着くまで真に楽しい

思い出であった。

サハリン(ネベリスク，アントノポ，

カリーュン〉

ベトロパウロスクを発った艦は航速22

浬， {圭か 2昼夜で 8月11日夜遅くネベリ

スク沖着，翌朝j霧をおかして無事上陸，

ホテルで、休出の後ガソリンカーでアント

ノボの大平洋漁莱およぴ、海洋研究所サハ

リン支所を訪問した。ネベリスク(旧日

本の本斗〕は，すでにその様相を一生し

始めて視るわれわれには呉国の街としか

見えなかったが，かつてこの街に住んで

いた人々がよ1ればどんな感をいだくこと

であろうか?。

ネベリスクからアントノボ(旧楽磨)

への途'1J，旧日本時代の建物がそれと判

別出来ても， Ll本の文字は完全に抹消せ

られホルムスク(旧点I司)の付近に「本

斗漁業組合怠庫」と半じて判読出来る丈

字を発見したのみであった口

アントノボの研究所はコンクリート 3

階建の自民の建物で，その外観の威容に

先ず目を見張り，研究の体制も整備され

水産の研究に，極めて大きな努力を傾注

している様子がうがわれに。

サハリン周辺の漁業は北海道のそれと

類似し，サケ，マス，ニシン，スケソ，

マダラその他われわれになじみの深い魚

族に関する研究が活発に進められていて

特に，サケ.-;rス研究の権威ドヴイーニ

ン氏の話は真に興味保いものであった口

今度の調査旅行中何処でもそうであった

が，短時日に多くの視察が予定されてい

たため，おちついて研究者，あるいは技

術者の諸氏と専門的な話をする時聞が得

られなかったことは真に残念であった。

研究所では所員の夫人方の手料理で昼

食会が催され，一流ホテルの食卓にもお

とらぬ豪華なもので，員葉の桓を超えて



なごやかな交歓が行われた。

所員の住宅はその大部分が旧日本時代

の楽磨の研究所の'fC舎が内部を改造して

そのまま使用され，また旧研究所の建物

は現:{l'J"下校として利用されていi.S..

さてアントノボよりネベリスケ海Ji休

息所ホテルへん1り，翌日は霧雨の降る

天であったが白動車で最後の視察地カリ

ーニン養魚場を訪れた

カリーニン養魚、埼は旧日本II'i代のタソ

ドマリ瞬化場で，事業の内科は日本l時代

とほとんどノ変らず，年間;:，000万粒の卵

を扱い， アトキンス附化器を王子水式附イヒ

槽に収?f; して仕事が~ff められていたシこ

こで特記すペスことは，稚魚、の飼育放流

で， ~\l'f化当時体重O. :~g 内外の稚魚、を公

月より 6月まで 4ヵ月間も投伺飼育し

0.6 ~ 1.00gまで育成していることで，

餌料としてはスケソあるいはマダヲの卵

を利用しているというっしたがって明l'f化

装置も稚魚、の飼育場に主点がおかれ，投

餌技術の研究が大きな課題として取 tげ

られていたσ

この附化場のほか，サハリンには26カ

所の養魚場があり，年間の放ì~f尾数は?:

億尾を超え，サハリン周辺のサケ，マス

資i僚の回復lこ積械的な努力が見られ 3 ま

た，サケ，マスの資源生態の研究につい

ても，研究所のト、ヴイーニン氏を先頭に

多数の研究者が参加して，日ーに資源再生

産の研究に全力を挙げつつある様子が見

られたc

乙の酔化場にはゴチヱトコープ場長の

下に職場長3名，その他7名の場員があ

り，養魚専門技術者は 6名でうち 2名は

婦人が活躍していた。所長第一代理はソ

ーコチ観測所同様婦人であって，特l乙卵
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干のyi'i存卵膜軟化症の防止に就いて詳細

な質問があり，北海道で行われているマ

ラカイトグリーンによる消市に大きな関

心を示していたの

きて，カリーニシ養魚埼の視察を最後

に， われわれを乗せた No.50は平均速

度22浬という快速で，約24ff'j間後にはナ

ホトカ港へ子IJ行し?こο ナホトカ港はウラ

ヂオを陀えた商業法で， J ~~: ftまには日間，

4 階建の企JiF ， 冷温!ヰJ~が立ならび5， 000

トン級の輸送船がI向:持慣付の1+1来る岸壁

が出米， F(-}(なケレーンが盛んに荷揖lこ

活動する状況が見られ，盛んに発展しつ

つある新興都市の感が深いl

われわれは再びレストランナホトカで

最後の尽餐会に出J(t， 行く 11")'I"J様盛んな

歓待を受け，市の内外ぞ自動車で見物，

午後 3 日~j {:j'期中の東光丸に乗船，全員思

い出多いソ1liに別れをつげ?ニハ

あとがき

わずか 1ヵ月の民同の挟であったが，

全行程 4，500搾におよび各上陣地の滞在

期間は担任く，充分な調査は出来なかっ?二

とはいえ， ソj主の板東の漁業の概要を知

るため大きなJIJ.症が何られにn れに漁業

がl唯一の注業であるカムチヤツカの各地

は，その資源の保存とIJ:.jitの肺lr-.に械め

て大きな努力が払われている状況は，当

然のこととはいいながら深い感銘を受

け，また，水院の研究に奥地で楽しそう

に仕1ちゃ杭ける研究riの態度には，真に

尋/5kの念:を禁じlJ}.ない。
ソ述人は(同人的には(少なくともわれ

われの持した範囲で)非常に親しみを感

じ互に趣味を"命じ家族を語るに10年の知

識と援するが在日しまに，婦人の活躍が

あらゆる面におよび，漁場で桐を曳く女
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の了・から工場労働者，研究者，あるいは 究に没頭する姿と対照的に華やかな雨の

療養所等の幹部として，男に劣らぬ指導 あることを示しているc

的位置を確保している。 特に工場の婦人労働者が，イヤリング

われわれの旅行は予め級宿な社両が樹 を付け，マニキユアをしている乙と等次

てられ，全てその線にそつての行動であ 第に生活がおちついて来ている証左では

り，一般閏民と語り合う機会はほとんど なかろうか"?n 

与えられなかったが，オホックの街でも この旅行中安通じて同行の各位には，

民家の窓にはレースのカーテンが張ら 一方ならぬと世話をかけ，終始なごやか

れ，また花が飾られ，ある野道に若者達 に全行程を終ることの出来たのは，皆様

が集ってアコーデイオンを奏しながら合 のと後援と，藤永団長柏め同員各位のと

11昌する状況等その生活が文化的とはいえ 厚↑古の賜と深く感謝の他はないn サケ，

ないまでも，いかにも生活そ楽しむとい マスぞ始め，ニシン，その他漁業調査の

う様子が各所に見られた。 概要についてはまた，次の機会にゆずる

べトロパウロスケあるいはノ、ノミロフス こととし，一先ず筆を措き拙い文を読ん

ケ干の都合では，頁紅のコートそ着け， で戴いた皆様に，厚くお礼を申し上げた

あるいはナイロンのブラウス等の婦人が いっ

散見せられ，一方若い婦人がへき地で研

(口絵裏面写真説明)

左上より下へ ク 大短所長

心 力ムチヤツカオゼルナヤ川 ク 佐藤氏

河口|年l近の曳網 全校 者

① カムチヤツカオゼノレノエからクリーノレ湖へ の カムチヤツカポリシヤヤ川支流ソーコチ川

cil カム千ヤツカクリーノレ湖，ベニサケの算定 観測)iJi

柵，川i)1180m 魚止格子は木校を並べている内

m クリーノレ湖簡定柵 Lil) サハリンアントノボ太平洋漁業及び海洋研

ジコラノレミンパイプの魚1I::.格子 究所

ω クりーノレ湖畔にて 向って左より

中央エコソレワ所長，その後パーニン氏，右 ドヴイーニン氏

外務省主lR 筆 ご-f主乙I 

① カム千ヤツカクリーノレ湖を背影に 通訳氏

|句って右より ① サハリンカリーニン養魚、場

大洋漁業中山氏 ⑪ ナホトカ港岸壁

北水研平野氏




