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II . ある冬の一日

毎年間違いなくそうなのだが，年が明

けると実に情けなくなるような寒波が襲

って来る。それは全く遠慮会釈もない酷

烈なものである υ 零下20定以下という円

は普通で耳!Jrc驚く程のことではないが，

時々 工O度を越える日もあった。そんな日
す ぬぐ

は決って空は高く澄み拭ふが如き日であ

る。それがために一日中まるで朝のよう

に清らかである J しかし付近の)11からは

濃厚な水蒸気が立ち込めて地を這ふ幽幻
あたり

の白!廷の如く四回一面に漂う。またE 時

には雲がi~ く迷い降りて雪を|怒らせた。

その年は珍らしいことに雪が多かったっ

夕方に降始めた雪は翌日になっても止ま

なかった。次の日も一日中降っていたο

ラジオは60年振りの大雪Tごと報じた。雪

は3日目の昼ころになってやっと止ん

だ。それから強い風が数日吹きまくった。

そしてまたひどい寒波がやって来た。野

にも ILHこも恐しき自然の力が溢れなにも

かも石のように堅く，冷7こく，沈黙の白

豆ん有コヘ

い世界となってしまった。もはや受もな

く情もなく見るからに荒涼，寂莫，冷厳

としてかつ壮大なる光影は恰も人間の無
はかな あざわら

力と停さとを冷笑うが如くに見えた〕

事業場の事務所では全職員 4人がスト

ーブl乙肢を広げて被さるやうに震えてい

た。ストーフ"は精一杯に燃えていたが少

しも暖たまらない。

l一体今草月の気温は何度だい?_lと一番

苦い独身の大山が誰に聞くともなく間ふ

た。皆寒くてあまり口をききたくなかっ

たのか誰も筈える者がいなかったc それ

ぞれ誰かが何か喋べるだろうと思ってい

たが皆黙っていたc 大山は困った様子を

示し，みんな何か押追った重苦しいもの
あぷら

を感じた心小柄で、ズングリと脂のかかっ

た東海が皆の顔をキヨロキヨロと見廻し
すす

て鼻水を唆りながらいったり
今日

「イヤ全くチヨーは寒い不，ヲスオでは

零下28度としゃべったからネ，ここぢや

それより 2，3度低いでせうね]沈黙が破

られて一同は安心した。大Iljはさらに驚
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き

「うへー， 28度か，マイナスの，ひでえ

一ナ」

「こう寒いと肩が凝るねJと主任がいっ

て肩と首を動かした。
東京

「トーチヨーぢや零下 6度位でぶったま
ほPょ

げこんだからナ， ワシはね，捕虜の時シ

ベリヤで40度というのを体験しましたヨ

だからこの位の寒にやこたえませんネ」

と東海は自信たっぷりに威張ってみせ

7ごO

「それぢや， ロスケに感謝せねばならん

な，東海君」と主任がいった。
Ll1た

「…………」東海は目を瞬いた。

「ところで東海君，今日併出する卵があ

るんだろう，何万だね l

1150万位あるようです， でももう少し

暖くなってからにしませんか，卵がシノく

レると殺してしまいますからナ」

彼はもう少しストーブの側にいたいよう

だったの

「先ずお茶ぐらい飲まなくちゃ話になり

ませんョ。ロスケでもお茶は呑ませたか

らネJ

「養魚池の水蒸気が消えてからにしませ

う。あれを見るとゾツとするよまったく

10時ころになったら幾らか気温が上るで

せう」

と大山もやはりまだストーブの傍にいた

かった。

10時半ころになって気温は零下18度位

まで上ったっ 4人はそれぞれ特長ゴム靴

や合羽ズボンを穿いて附化室へ入った。

柄、;化室の窓ガラスは削れば粉雪のよう

に落ちる不透明な氷が 5ミリぐらいの厚

きに付いていて非常に薄暗かった。そし

て併i七十皆をほれる水は牒臨と水蒸気を拐

かせ内部のあらゆるものに真白になって

霜のように付着していた。今までほとん
くものす

ど気が付かなかった天井の蜘妹巣が真白
たれきが

く無数に垂下っていた。幾列も整然と並
はけぐち しぶき

んだ鮮化槽の水の吐口は飛沫が様々な格

構の氷塊を作りあげ，それが一直線に並

んで怪物の閲兵式の如き奇異を感じさせ

た。床のいたる処，特に検卵槽の下，階

段式に並んだ瞬化槽の下には滴下した水

がグロテスクに回りあるいは石笥のよう

に床から逆に氷柱が幾本も出来ていた。
しようにゅうどう

それは深山幽谷の鍾乳洞のような奇怪さ

を漂はせ見る者を戦懐させた。そして隙

間風が入ると天井に付着した霜のような

氷が僅かに輝きながら静かに落ちて来

Tこ。東海は足元に充分注意、を払って附化

槽に近ずきそっと蓋を聞けて中をのぞい

た。恰も幾世紀も前から置かれた死人の

棺桶を怖る恐る覗き込んでいるようだっ

Tこ。

ItHてるネ iといった。|ここから150万

ですからそこまでです」と私の前の槽を

示し?こ。

「こんなにあるのかいJ私はガツカリし

たようにいった「マア仕方がない，生れ

出たものを放っておくわけにもいかんし

ねれ兎に角早くやりませう。寒いですか

らね」

作業が始まった。長いブリキの水槽に

鮮化槽より取り出した併化盆を金枠に入

った憧移し取り積めるだけ積んだコそれ

を樟に乗せて養魚池の一番奥まで運ぶの

である。

「外気に晒らすと凍るから合羽でもかぶ

せろ」と主任が命じたc 大山はその辺を

うろうろと探し廻って床に落ちて凍りつ
ひきはが

いた合羽をパリパリと引剥して持って来
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7こ。それを樟i乙積んだ瞬、出卵の上に覆せ
たれ こうちょし

たつもりだが下へ垂ることなく硬直した

佳まるでベニヤ板でも乗せたようなもの

でほとんどその意味をなさなかったc そ

れでも主任は一応満足したようだった。

東海と大山が棒を引張ったが動かなか

った。私は床に凍りついたj骨子をずらし

てやった。荷を積み過ぎた重い揺が動き
あし

出し二人は狂ったように肢をふんばっ

た。養魚池沿ひに雪道が細くあいていた。

彼等はのろい歩調で援を曳いたコしかし

どうかすると足元が乱れにつ脚と脚とが
もっ ひきづな

縫れ合い，曳綱を持Tこない方の手は一生

懸命振っても脚の動きと手の動きがしっ

くりゆかず歩いているという感じでもな

く棒を曳張っているという感じでもなか

った。時々体がぐらついた。それでも

猶，彼等は努め雪をわけ，よろめくようにi養 魚叫切 切 っ たο 一主
任と私がついて行ったがあまりののろさ

に業を煮やした私は後から押した。自iJの

| …  こ人は急に荷が軽くなったので一寸吃驚
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したがすぐに自動車に追われる馬車な犬

みたいに真直に走り出した。

柄、化盆が10枚ずつ入った金枠は略々等

間隔に養魚池へ沈められて行った。主任

と私は養魚池の中へ入って 1枚ずつ枠か

ら取出して併出卵をばら撤いた。養魚、池

は幅1.8m，長さ 200mのものが 6列に

なっており，かつての両国の国技館の桟
ます ひよけ

敷のやうに桝自に仕切られてあり， 日覆
いた

板が養魚池二列にー板ずっかかるように

置いてあった。その関係が鮮出卵の撤布

は2ijリずつ一度にやることになってい
ちょうと2

7こ己主任と私は恰度田植のように腰を屈

めて水中の瞬化盆を枠ごと曳ずりながら

後向きに併出した鮭卵あるいは稚魚、とい

うべきものを一様の密度に撤布しながら

進んで行った。養魚池の底に敷き詰めら

れた砂利石は鮭卵をばら撒くごとにサー

モンピンクに覆われて桃色の水底となっ

て鮮かだった。空になった併化盆は養魚、

池の桟ゃ四，五枚ずつ重ねて置いてある
ひよけいた

日覆板の上に乱雑に残して行った。
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主任は腰が痛いといっては時々体をの

ばし後へそり返って小休止した。私も腰

が痛いと思ったがそれよりも手が猛烈に

冷たかった。ゴム手袋l乙小さな穴があい

ていてそこから僅か2度という冷い水が

じわじわと惨みるやうに入って来た。主

任は足が冷たいといい，腿の筋肉が痛い

といった。彼は 2~3年前から神経痛に

かかっていた。そして惨々僻化場を呪ひ

世を呪った。彼は事務所で暖をとってい

る時にいつも鮭の僻化事業の大理想をわ

れわれに押つけていたが今は家族のため

だといった。実際彼が数十年間倦きもせ

ずにやっていた唯一の仕事なのだ。しか

し今は 55歳となり， 肩は凝り， 腰は痛

み，筋肉が痛み，骨も痛み，心までも痛

んでいる。彼の豊満な理想、は剥ぎ取とら

れ険し過ぎる一つの現実となっていた。

彼は乙わばって苦しんで、いた私は彼を可

哀想に思った。

「手が冷たくてちぎれそうだ」と私はい

った。事実それは凍傷にでもなるかと思

われる程だったが，主任に幾らかの慰め

を与えようと思って自分も同じように苦

痛を忍んでいることを伝えたつもりだっ

TこO

「結局あんたも慢と同じように年を取っ

たら神経痛に悩まされリューマチに苦し

んで一生終るんだよ」と主任は却って私

に同情した。私はその言葉に嫌なものを

感じた。

「僕はそんな忍耐は露ほども持つてない

ですよ， もう少し楽なやり方があるはず

で、す。研修が必要なのは本州の瞬化事業

家ではなく北海道の瞬化場員自身です。

青テープールの上役連も含めててねb それ

に主任だって相当に自主性を持たせられ

ているんだからもっと楽な方法を撰ぶべ

きですよ。病気になったって誰も何とも

思いはしないからね」

私は極寒の水中作業のために少しいら

いらしてきた。そしてそれが肉体的窮状

とともに増大し，窮状によって倍加し，

窮状にまさり，南国的な温和な態度はす

っかり脱落してしまっていた。

東海と大山はまだ樟曳きの苦役を忠実

に瞬化室からの 200mの雪道を往復して

いた。大山は新参者であるために今は他

の者より余計に参っていた。そして自分

の曳く力がまるでない乙とを悲しんでい

た。主任は全体の先頭に立っていたがも

はや紀律を押付けもせず，強制に努力す

ることもなく，衰弱のためにぼんやりと

鈍い足ざわりと手ぎわりでもって仕事を

続けていた。

体を折屈めて仕事をしている時には休

息ははなはだ結構なものである。私は日

覆板に腰かけてのんびりしていた。主任
ひざ

も私の座った同じ板の反対側の端l乙膝を

脆いでぼんやり座っていた。そういえば

彼等属曳きの連中もみんな怠けていた。

疲れが癒るにつれて筋肉がふくれあが

り，肉がもりあがって来て骨を被うよう

になったのを感じたが快い休憩は 5分位

しか続かなかった。あとは寒さによる苦

痛だった。こんな処でぢつとしていたら

益々寒くなるばかりで労働意慾は減退す

るばかりであった。そして風邪をひくか

凍傷になるかいいずれにしろ良い結果と

はならないことは皆よく知っていた。だ

が自から再ぴ冷い水の中に手を入れてや

る仕事の再聞を宣言する勇気がなかっ

た。 4人のうちの誰かが無慈悲に命令す

る乙とが必要だった。支配されるのでな



ければ動けなかった。権力が必要だった

慈悲はむしろ恐怖であり権力こそ愛であ

った。

主任は日覆板の上l乙乱雑に置かれであ

る鮮化盆を示して

「さっさと乙れを運べ， 日覆板が広げら

れないぢゃないか」といった。大山は

「俺は援曳きの樺太犬ぢゃないぞ」とい

った。東海もいった。

「ワシだって馬犠の馬ぢやねエよ」

「こんな仕事をしているとまるで原始生

活に戻ったような野生に戻って家畜にさ

れたような気がする」と大山は寒さのた
いらだ

めにひどく昂奮して苛立っていた。

「家畜に思えるならそう思えばいいぢゃ

ないか，誰も人間だなんて思っちゃいな
ずる

いよ。人間なんでもっと設いもんだよ。

君等は援曳きの樺太犬だよ。タローとヂ

ローだよ。そのために金をかけてんだ，

慈悲などあてにしたって駄目だれ情無用

だ早く仕事をしろ」と私はいった。「まと

まとしていると凍りつくぞの)1f.当つての

問題は人間扱いか家畜扱いかではなく，

風邪ひくかひかないかだよ，病気になる

かならないかだ，生きるか死ぬかが目下

の問題だよ，死ぬよりは犠曳きの犬でい

る方がましだろう日生きているというこ

とは何か意味がある筈だからねO きあ，

やろう，寒くて仕様がない」といって立

上った。途端に

「ああ……」と暖れた奇声が起って豪快

な水の跳ねる音がした。私がIl.上った時

t乙一方の端にいた主任がその体電でシー

ソーのように板が下って養魚池の中へ転

がり込んでしまったの板の端が養魚池の

i問〉かっていなかったのであるo われ

われは並べ広げた板の上を歩いている時
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に注意しないと落込むことがよくあっ

た。しかし養魚池の水深は30~40cm 位

のものなので脚を濡らすぐらひで大事に

至る乙とはほとんどない。だが丸くなっ

て体ごと落ちた主任は全身ほとんどずぶ

濡れに等しかった。一同はあっけにとら
おか

れて見ていたがやがて笑可しさが途方も

なく込上げてきてそれを無理矢理こらえ

るのにひどく苦しんだ。私は謝罪すべき

だと思ったが笑可しさが咽喉まで来てい

るので口を開けたらゲラゲラと笑い出す

だろうと思ってしばらく黙っていた。笑

可しさが消えてから再び謝まろうと思っ

たが主任のびしょぴしょに濡れて泣き出
あま

しそうな顔を見た時に余りにも気の毒で

何もいうことが出来なかった。主任は小

便をもらした子供のやうにがに股で両手
きぜわ

をブラリと下げた憧官舎の方へ気急しく

消え去った。彼の上衣の裾はすでに凍っ

てピンとなっていたの

その日の夕方，主任は40度の高熱を出

した。肺炎らしかった。われわれ 3人は

医者を呼ぷ相談をした。

「一体どうやって医者を呼んで来るんだ

い，電話もないし，車もないし，あって

も道は雪で案がっているし… .Jと大山

は今になって始めて事業場の現実を知ら

されたやうに緊張して熱烈な関心を示し

t:o 

「先ずどっちの医者を呼ぼうか"lJと私

は東海に聞いた。 3人のうちで乙の土地

の在住年数は彼が一番古かったのでその

判断を彼に頼ったの乙の事業場はO市と

Y町のやや中聞に在って両方のどちらに

も8k程離れていた。

iY町の勝山さんの方がいいでせうネ，

前に時々乙乙へ来てるからネ」
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「勝111さんは車を持っているのかい ?J
去年

「それがネー，チヨネンの暮にうつばら

ちゃったとき……」と彼はさも自分が売

払ってしまって済まないといった調子だ

った。 iいいノミイグでしたがネ・・・・・まだ

1年半しか乗ってませんでしたよ，惜し

かったすネ，何でも 3万……|

「いいよ，いいよ，そんな話J私は彼が

調子に乗ってうるさくIf~るのを制した。

「それぢや今は何で往診してるんだい

?Jと大1I1が聞い7こO

iiTjのない時は自転車Tどが， 乙の任;では

ね。同道からこっちは入れんヨ ο この前

中川さんの爺さんがイカれた時に馬陸で

売んでによ」

(それぢややっぱりこっちから迎えに行

くということカリ

「念、ぐならその方が確実だね」と大山が

L、う。

「そうすナ，そうしませう，その方が早

(20頁より続く)

でここに恨められるの

マス卵の輸送はこの段階が良く，デンマーク

からかなりの数が輸出されている内この段附の

卵が同一池中に惚まるとすれば，卵膜嚢を脱ぎ

捨てるまでである内その後は稚魚、として他の池

に輸送される内これは通常は秋までは起らな

い内マスは更に l年乃至2年半終二たなければ食

べられるようにはならない内そして更に養殖目

的に利用するためにはもう一年が必要であるの

マス調査団体によれば，マス 1ポンドの生産に

飼料7ポンドが必要である⑨この数字は農林省

内に異議がある内即ち同省の推定によればマス

l 尾は年間11~17ポンドの飼料を消費するのデ

ンマークではマスは専らニシンとイカナゴとか

い，電話なんかかけに行ったっていつ来

てくれるかわからんからネ。行って連れ

て来ませう。」東海はこれで総て解決つ

ていたつもりになっていた日

「どうやって連れてくるんだい。あんた

がまた馬みたいに樟を曳くのかい?役所

のバイヶは 90cc fごよ， しかもオイボレ

だよこの常道に 2人乗りは出来ないよ」

「そうか，勝山さんはひどく肥ってるか

らね……無理だナー… n 人共思案に暮

れて誰も何もいはなかったc

「よし，俺が加藤さんからスクーターを

借りて行って来るよ。あんた達国道まで

援を持って迎えに出てくれないかっそし

てそこから主任の宋まで勝山きんを乗せ
うなづ

てくるのさ JJ:ti海と大IUは傾いたが

「結局，俺~'fは縫曳の犬か，仕方がね

エ」と大山がいった。私は

l人を見殺しにする人間よりましだよ」

といって彼の肩を叩いて出掛けた。

ホワイテングの如き塩水魚を餌料としている η

共食いの問題があるが，しばしば大きさによる

挟別を行うが全く充分な効果をあげているとは

いえない内

3年前ジユツトランドにマス調査機関が創設

されたが，これは現在栄養研究，ホノレモン学及

び病1，4の治療などに関係している今調査機関で

は近い中に，大きさ一様化を目ざす遺伝生物学

の研究を開始し7こし、と η また養殖者たちは近視

限的に大主I~魚を販売にまわし養殖には小型を使

用していると内

また同機関はまた河川汚濁問題にも関係、して

おり，養殖者に代って汚水源泉の究明に乗り出

しているの




