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ミ両別川放浪記ミ

根室支場管内の同別川ではここ数年，

毎年親魚の1票日議liZi1fi:と天然序卵調査を行

っている。今年lま夜持河川調査をやりた

いと思い，官:から;十画を進めていたのだ

が， 10月の中旬に調査を行うことが出来

たのでその時の様子を駄文にまかせて紹

介しようと， if¥;いベンを持ってみた。

今度の調査の概念を得るために，それ

が附fヒ場で行ってる調査試験とどんな関

係位置にあるかについて一寸ふれて見た

L、。
併化場で行ってる調査試験は種々ある

が，その中に天然蕃殖に関する試験とい

う項Hがある。乙の試験は現在札内事業

場の面川で行ってることは皆さんと存知

のとおりですが，このi函川の試験は，ど

ちらかといえば基陀的な事項、についての

調査試験であり，他の調査項目と互に関

連をもっておりますC 現在桁化場では全

道各河川で人工附化を行っておるが，そ

れらの河川でもある量の天然産卵が行わ

れており，その天然j老卵の量は，人工91tf

化ための親魚の捕獲が通計な場所で完全

に行われたのでない限り， i前]上量が多

西 彦一一野

く，人工併化の多い年l;土天然産卵も多い

という結果になるだろうという常識的な

しかもほとんど間j童いのない判断を下す

ことが出来る。 tごがこのような天然蕃殖

が実際どれだけの稚魚、を生産している

か，また人工桝化と比較してみて，効率

的にはどちらが優っているか，またどれ

税の差があるか等といったことが未だ明

かにされていない。しかしこの問題は今

後増殖施策を効果的に進めるために重要

なことであるから調査試験もこの線にそ

って計画が進められてきた。

所で天然、産卵の量であるが，これは基礎

試験さえ出来ていれば，全道の河川を訊

つぶしに調査すれば良さそうだが実際に

はほとんど不可能である。そして現在の

科学ではこういった問題を取扱うには，

ある一部を調査して全体を推定しようと

いう方法をとるのが普通である。それで

天然蕃殖の問題も，面川の様な試験河川

で基礎試験を行うのと平行して道内数河

川を選んで調査を進め，それなどを総合

して枯I冶をIHそうという訳です。同別川

もこの目的で選ばれた河川の一つで;iYi8J:::



魚の標識放流試験や河川調査を行って西

別川の蕃殖状態を調べると共に他の調査

と併せて全道の事情も明かにしようとす

るために計画されたものです。

前置きにしては長く，調査の説明にし

ては舌足らずといった形になったが，そ

ろそろ木文に入ることにしましよう。

10月16日

午後中標津着の列車で根室支場へ到

着，早速支局の人と予め連絡してあった

ように打合せを開始した。支場の都合で

17 Ll ~19 日の :'j 1'1間で調査して慾しいと

いうことで，こちらもその計画でいたか

ら別に問題は無く，原田君，渡辺君の二

人が手伝ってくれるという。しかも小林

支場長はこの調査のために支場の車を 3

日間自由に使ってよろしいという，全く

思いもかけない申し出に，始め考えてい

たのと違って調査が楽になるのでうれし

くてたまらない。鴨川さん，原田君は予

めこの条件で計画し，地図なども用意し

て置いてくれたのでほとんどその計画に

従ってやることになった。

第 1日は西春別 (6号線)から16号線

まで，第 2日は16号線からシカリナイ川

河口まで，第 3日はさらに14線まで 1人

間のゴム・ボートに私と原田;rtが乗り，

渡辺君は車を運転してお互に連絡をとり

ながら降ることになった。

10月17日(晴)

前夜は小林支場長宅にお世話になり，

旅行中の寝不足もすっかり取返えして，

調査の第 1日目は気持の良い朝の日差し

もまぶしく支場の事務所に出勤した。

支場の玄関先には今度の調査に使うべ

く予め送って置いたテント，ゴム・ボ一

九寝袋，炊事用具の他，原田f:I，が用意:
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してくれた色々の荷物が山のように積ま

れである。

学生のころよく行った登山の出発時に

味はったあわただしく楽しい車れ、興奮を

感じながら，用具の点検を終り，全部車

に積込んで準備完了である。

支場長を始め支場の皆さんに jきられ

て，一寸した探検にでも行くような気分

を味わいながら勇躍出発した。

車は支場でどこかから借りた車だそう

で古い年式のトヨベットである。ガラス

はヒピ割れドアも気を付けて閉めねばな

らぬという代物ではあるが，れっきとし

た乗用車である。根室原野を走るにはデ

エラツケスである。荷物があるとはい

え， 3人しか乗らないのはもったいない

くらいだ。天気は良し，車の調子は七

々，間もなく虹別を通って西春別の捕獲

場に到着した。

早速調査開始だが今度使用するコム・

ボートには乗ったことが無いので不安だ

ったから試運転をすることとした。ボー

トに空気を入れ，捕獲場のウライの下か

ら番屋のそばまで大きく蛇行している区

間の川を降ってみた。 にが短くて服の神

がぬれてしまう。ボートの底は 1枚のゴ

ムであるから尻が冷えるし，沈木にのつ

かると破れそうだし，実験室で拡げてみ

たときは 2人乗れるかと思ったのに，川

に乗りこu'と 1人でも小さくて心もとな

い。それに馴れないためにクル， クル廻

って思った所へ行かないで倒木に吸いつ

けられて動きがつかなくなる。こんな調

子で，果して計画通り降る事が出来るか

どうかと心細くなって来た。

11!が心細いので荷物もなるべく車に積

んで，最小限の荷物を持って出かけるこ
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とにした。車は渡辺君が運転して 9号橋

に先行してもらった。

ボートは全く心細いが， 11時80分やっ

と出発した。ゴム・ボートは狭くて座っ

たきりで，あまり身体を動かせない。身

体とボートは否応なしに一体である。擢

を{吏わないで流れにまかせていると，ボ

ートは河の蛇行を上廻る蛇行になり，水

流にi'jlJられたカーブの崖にぶつかる。水

面l乙横たわる倒木に行き当ると，吸い着

けられて前進後退も出来なくなるので間

隙をぬって行かねばならない。したがっ

て常に前方を注視して予め行動を起す必

要がある。

こんな調子で?"，)つ米も降っただろう

か，見ると原田引のボートは未Tご姿を現

さない。かなり遅れているらしい。 8粍

の撮影機をtt'，して，降って来る所を撮ろ

うと待っているとノソキで川氏を見なが

ら降りて来る姿が現われた。その様子を

フィルム rCJほめているうちに， 自分1ま降

り始めてから今まで，河!広の状態，産卵

床の有無などについて全く注意、を払つて

なかったことに気がついた。只ひたすら

ボートでl怒ることのみに専念していたこ

とになる。

これはL、かんと早返ノゾキを伯りて河

底をのぞく，ノゾキは視野が狭く，また

それを使わないでボートのとからただ見

ると，ボートの底が低いので水面を斜め

に見るようになるから反射のため水中は

良くわからない。

夢中になって見ていると，なにかにど

すんとぶつかってポートがグーツと傾む

く，ひやっとして，見るとボートが倒木

にはりついている。あわてて抜け出そう

としても JKの力に押されて全然、動けな

い。数分間悪戦苦闘の末やっと抜けるこ

とが出来た。おちおち河底の観察も出来

ない。服の袖を濡らさないように気をつ

かってきたのに，今の苦闘で完全に濡れ

てしまった。尻がとても冷えて来たコ水

温を見ると 5.50C。この水温では川中i乙

落ちたら 5分間とは身体がもたないだろ

う。胴付長靴をはけば尻は少しは暖くな

ると思うが，これをはいたままがIに落ち

ると泳げないし， もたもたしてるとすぐ

お陀仏だからと不{更をしのんではかない

で持っていたが思い切ってはくことにし

て岸へ上った。胴付をはくとボートの中

が漏れでも気lこならず，気易く降りてm
の中へ入いれるので調査にはもってこい

だが，腰の冷えるのはやはり同じだっ

t:.o 

8号線位まで降って，やっとポートに

も馴れ，河の観察も出来るようになっ

た。しかし，これだけの距離を降ってみ

ても，鮭らしい影も見えず，産卵床らし

いものも全然見当らない。底質は火山灰

や火山礁で，軽いためか水に流されて常

に移動しており，醗も総体的にかなり小

さく少しづっ流されているのが多いコし

たがって河底はほとんど平らにならされ

ているか，流れにしたがった凹凸がある

程度で，産卵床らしい形のものは全くな

L、。

いろいろ考えてみたら，どうも自分の

持っている天然産卵床の概念は [且;川で

観察した産卵床に固定されてしまい，そ

の尺度で見ているから，この川で、は産卵

床らしいものが見当らないのであって，

この川には，この川独特の産卵床が出来

るのではないかということに気が付い

た。またもう一つは，調査を始める前



に，支場では14線捕獲場の護岸のj共演に

よりに 000~ 4，000尾が逃逸してるらし

いので，かなりの天然産卵が行われてる

ナごろうという話を聞き，現場え来て，漁

夫や密漁監視に聞くと，今年は産卵床は.

沢山あるという。それで私はてっきり鮭

の産卵床というように考えていた。しか

しよく聞いてみると，漁夫たちのいう産

卵床または産卵場所とは鱒についての話

であることがわかった。鱒では時期もか

なり早く，特にこの川のように底質が軽

い火山灰では，常に状態が変化してるか

ら産卵床らしい状態を模しでも無理とい

うこと。それに14線からの逃逸魚、も実際

には電気漁網のおかげで話程にはなかっ

たのではなかろうか。

原田君は昨年もこの調査をして馴れて

いるせいか，水中が良く見えるようだ0

8号付近で樽のホツチヤリを 6尾，その

他でも 2，S足見付けた。その中，取揚げ

られるものは皆揚げて見たc いずれも放

抑，放精した後で，魚体は完全に腐敗し

ている。同じ所を降ったのに私には 1尾

も見つけることが出来なかった。

このような状態で降っていると.M方

から呼び声が聞えてきたc 車で 9号まで

経りた渡辺君が河岸を上ってきたのだっ

7こc もうすぐ 9号の橋だという。先に下

ってもらって，さらに進んだ。かなり流

れの辺、な個所で，河底の沈木l乙鮭の死体

lらしいものが見えた。しかしそう思った

時にはすで、に10米以上下流に行き過ぎて

いる。ゴム・ボートではいかに頑張って

も川を上れない。私が始めて見た魚だと

思うと見逃すわけにいかない，と思って

ボートを岸につけた。原田君も上って岸

から見ると，間違いなく鮭である。
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そこで取揚げの作業にかかることにし

た。原田君のボートにロープをつけて，

上流で私がロープを持ってボートを支え

る。原田沼はボートに乗ってヲ|かけるこ

とにした。鈎がないので，木の又を切っ

てひっかけの道具を作り作業を始めた。

始めは簡単にとれると考えていたが，そ

う簡単には行かない。私が胴付長靴で入

れるのは岸から 2，3米だからボートは

どうしても魚のある上まで行かない。従

って彼がサオでボートを押して鮭の上ま

で持って行く，そこでボートを交えなが

ら魚体をひっかけようとするがなかなか

かからない。余り無理をしてひっかけよ

うとすると，ボートの支えが留守になっ

て，岸の方へ持って行かれ，魚、にとどか

なくなるc 魚、はj土木のま7こにはさまって

いるらしく，イ可同やってもうまくいかな

い。 20分位もかかったであろう c 西春別

を出て数粁降って始めて見付げた鮭なの

で， どうしても取揚げてみfこかったが，

ついにあきらめた。標識の有無，雌雄だ

けでも見てということで調べてもらった

ら標識は無いらしい，また縦であるとい

うことTごった。

再び流下しはじめた. 1曲り越えたら

前方に 9号橋が見えた。出発してから 2

時間半を経過していたc 流下した距離は

約 6粁c 橋の上では渡辺君が待ってお

り，別れてから余り時間がたつたので心

配になり，また迎えに行こうとしていた

所だといっていた。

そこで一休みということになり，橋の

下のよどみでボートにのったまま煙草に

火をつけた。ボートはよどみの渦に乗っ

てゆっくり廻っている。音といえば川の

流れだけが静かにささやくだけで全く静
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かである。袖は濡れているが身体は意外

に暖かい。なんともいえないのどかな気

分である。

一本の煙草が終って再び降り始めた。

少し降ると前方l乙人がいる。笹;漁者Tごと

思って一瞬緊張する。原田君は少し遅れ

ているので，彼を待って，静かにボート

を流して行く。未だその人は気が付いて

ない。かなり近付いてから声をかけた。

実に泰然としている。密向、者なら少しは

あわてる筈だがと思いながらその側にボ

ートを近付けた。本当の釣りらしい。原

田君が扶拶を交している。密漁でなかっ

たのには一寸がっかりしたが聞くと，原

因君が昨年この調査をしたこともよく知

っている。西別川の虹鱒釣りでは有名な

人だそうである。川のことも詳しいとい

うので，天然産卵について色々聞いてみ

たが，この人もやはり鱒について話をし

ているのであって，鮭については得る所

が無かった。鮭の産卵を調べるには一寸

時期が早かったのかも知れない。

さらに降って行ったが，崖ぷちの木立

の間を流れるこの川では， 3時というの

に10月の日差しはもうなんとなく弱く，

次第に河底が見えなくなって来?こ。河の

中が見えなくては，これ以上続けても，

ただいたずらに川を降るだけということ

になるので，そろそろ今日は切上げよう

と話をしていると，渡辺右の声が聞えて

きた。川の地図を見ながら下って来たの

に，地図が正確でないのと. }IIの蛇行が

著しいのとで，現在どの地点なのか判ら

ない。渡辺君に聞くと， もう 14号だとい

う。前半に比べて著しく早かったので，

陪くなるまで降ればかなり下流まで行け

そうだが，今までの結果を振り返えって

みても，ボートだけに頼ったのでは余り'

成果が上らないし，薄暗くて河氏が見え

ないのではさらに意味ないので岸に上る

こと l乙し7こO

さて今晩はどうしょうかということに

なった。キャンプの用意、は完全に整って

るんだから，川岸ヘキャンブしでも良い

のだが， 自動車という文明の利器があっ

て， 1時間も走れば虹別事業場という浮

世離れした良い所があり， しかもあの立

派とはいえないまでも趣きのある風呂え

入いれるのも一つの魅力である。その上

服の袖は完全に漏れて，たき火で乾すと

いうのもかなり億却である乙原田君はキ

ャンプ説を主張する。私も学生時代な

ら，いやもう 10年前なら当然そうした所

だが，なんといっても，昔楽しかったこ

とであっても，億却の方が先にたって，

ついに虹別泊りに押し切った形になって

しまった。

コ、ム・ボートもたたみ，荷物も片付い

ていざ出発となったが，今朝調了の良か

った享も，その外観通りの本性を発障し

て，エンジンがかからないι2人で押し

てやっとかかった。

虹別事業場え着いたら，突然の訪問l乙

事業場の人は皆驚いている C，本当にあま

り突然で期待の風日も駄目 c 先ずは服を

乾すことだと，どてらを借りて服を乾し

ながら明日の予定について話し合うこと

になった。

今日 1日の経験では，同じ方法で14線

まで降ってみても，天然、産卵の調査はあ

まり結果を期待出来ない。やはり岸を歩

いて見るのが良く判るだろうという結論

である。また今日の結果では魚、を見かけ

ないので，支場や事業場のいう程は多数



の魚が逃逸しているようには見えない。

今日までの原識放流の結果から計算して

みても，皆のいう 1/3かl/a立の数しかいな

いようである。 i!句上魚の量を推定する方

法として，途中で網を張りきりにしてみ

たらどうかということになった。これは

特別採捕許可の問題もあるから西春別の

区域の最下流で行うことにした。

すなわち明日，調査第 2日目は，今日

ボートで降りた区間を徒歩で降り，途中

網l亡者s介の良い場所を見つけて置き，夕

刻からそこで網を張り，キャンプするこ

とに決ったのである。

話も終ったころ，身体も暖まり，事業

場のj士さん始め皆さんの心づくしでやま

ぺ，かわますのきしみや天ぷらで一杯か

たむけ，良い気持で床についた。

10月18日(晴，夜雨〉

朝起きると良い天気，非常に寒く，霜

で真白である。役所の人で出張すると必

ずといって良い程雨が降るという定評の

ある人が，私の知ってる範聞でも 3人は

いるの Iムの経験でもなる程と思はざるを

得ないくらい良く雨に合うようだc その

点，私の場合は今まで 1人で出張して，

その問，雨で仕事が出来なかったり，雨

具が必要だったということは，ここ10年

間位の問に経験がないように思うぐらい

で，その点大いに自信がある。天気予報

に)乏した今日の好天気も俺のせいだなど

と冗談を飛ばしながら 1行の他に辻主任

も同乗して再び西春別に向った。

辻主任には，網を張ることについて，

現地の誤解を招かぬよう万全を期して警

察に行ってもらう。一方われわれは原田

君と助手兼道案内で漁夫の煙山君に同行

して貰うことにして，捕獲場から対岸i乙
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渡り， )11 に沿って歩くことにした。

皆は普通の長靴でないと労れて歩けな

いというが，歩くことには自信がある

し，必要に応じてすぐ川に入いれるよう

にと，私だけ始めから胴付長靴で出かけ

TこO

岸を歩いてみると， 20米程もある岸が

あり，上から見ると jll底まで実に良く見

えるc しかし魚、の影は全くない。

少し進u'と，川が大きく曲って，捕獲

場のすぐ前の崖の裏側を流れているのが

判った。)11と川の間は20米もあるかどう

かというぐらいである。昨日ボートで降

った時は，かなりの距離を降ったつもり

の所が，捕獲場から直線で 100米位の距

離しかなかったことになる。西別川の蛇

行はかなりいちじるしいと認識していた

がさらに認識を改めた形である。

しばらくして第 1の産卵場所に来た。

胴長をはいているので，いとも気易く j11 

に入いれる。そこは煙山君がホリについ

てるのを見たという場所で，早速調査を

始めた。 j6J水温は 5.50C，河底温は，河底

より 50cm下で 6.50C~70C と， 1 ~ 1. 50C 

の温度差がある。底質は径 1糎前後の小

砂利とさらに小さい砂に近い，いずれも

軽い火山礁である。底質が軽いので水の

流れによって，河!庄の表面は常に少しず

つ流されている。面川の場合だと，とて

も天然産卵など考えられないような底質

である。もし， うまく卵にぶつかったら

と思い，掘ってみたが卵のある場所には

当らなかった。昨日の感じでは，面川の

先入観もあって，産卵場所と思われる

所はいくらもないと感じたのに，こうし

て見ると河のほとんどが産卵に適してい

ることになる。し.かもその産卵床?こる
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や，産卵時の卵床の形が，おそらく半日

も保7これていないだろうことも想像出来

る。そうなるとこの川の天然産卵の調を

は一層困難だということにもなる。

このようにして数カ所調べながら降っ

て行くと，川下のブjから“凶野さん"と

呼びながら来る人がある。役所の関係者

以外で，この根室原野では私を知ってる

人がいるはずはなし，役所の関係者が来

る子定もないので不思議に思っている

と，かなり年配の赤ち!須の人と若い男の

2人だった。密漁監視で藤田さんという

人であるα そういえば前に一度おはにか

かったことがある。聞くと，同春別の捕

盤場で，われわれが今日もがlを下ると聞

いて，子(云いに来たという。藤田さんは

西別川については非常に詳しいそうで，

昨年原旧芯がこの川を降ったときこの人

にもJr;JIrしてもらったそうである。この

川の?を漁場所，張りきり場所など皆心得

ている。

この人にいろいろ話を聞きながら，所

々調査しつつ歩いてるうちに 9号橋に着

いた。自動車は未fご来てないので，待つ

聞に昨日鮭をみつけて採れなかった所え

行って， もう一度見ることにした。すぐ

ゴム・ボートを仕立て，今度は煙山4が

乗って作業を始めた。 昨日と同様やはり

うまく行かない。数回やってるうちにボ

ートがぐらついた。彼はあわてて棒で支

へて立直ってみると，偶然にも魚がひっ

かかつて上って来た。昨日以来あれ程苦

労したのに幕切れはあっ気なかった。早

速腹をきいて調べてみると完全に放卵し

ている。魚体lまさ程痛んでいない。天然、

産卵したのだとすると，雄はどうしたの

か，底質が軽いから産卵床を掘るとき，

あまり魚体が痛まないのかな，などと話

し合ってるうちに車が来てまた西春別に

戻って昼食をした。

当初の計画がかなり変ったので，西存

別の捕獲場では全く，いろいろとお世話

になってしまった。

西春別は私にとって，非常に思い出の

多い所で， それは戦争中，昭和19Jt二で未

だ私が北大農学部の学生で，水産学科と

畜産学科の学生約20人が，西春別の軍馬

補充部l乙動員された時が始めてである@

宿舎は旧市街の十字路から西別の方へ寄

った所で、二階建のボロ家だった。今その

家は見立らない。頃は 8月半ばで，そこ

に着いた始めのころは毎晩盆踊りの太鼓

ならぬ1舎の底をたたく音に悩まされ，つ

いに全員LHて盆踊りの中えストームをか

けて踊りを ~j~J1ニさせるような乱暴なこと

もした。大体ふだんならなまけている連

中が筋肉労働で労れてる上に食糧も主副

ともに不足だったから，一週間ぐらいで

皆痩せてしまった。時あたかも鱒の湖上

期で，補充古15の定夫連中は皆毎日のよう

に密漁に出ていて，毎日その戦果を話し・

てるのを聞く。そこでわれわれも鱒をと

って栄養をとろうぢゃないか，というこ

とになり，軍の人に話して，毎日 2人を

食糧係として仕事を休む許可を得た。ヤ

スとノゾキを借り，カマスを背負って，

始めは近所の人について行ってもらっ

たc 思Iiれないわれわれには川の中をのぞ

きそこに鱒がいると教えられでも，なか

なか魚がみつからとよい。それに人によっ

て戦果も違うので，結局後半は I二手な者

にやらせることになり，選ばれたのがF

とSとそれに私でその 3人の中から交代

で2人出るようになった。次第に上達し



て，最高は16本だったと記憶している。

腹が減るので 2人で内緒に 1本を丸焼き

にして喰べたのがまた実においしかっ

た。今考えると夢みたいな話だが，その

おかげで一旦は痩せた80人の学生が体力

を回復したんたから，夜、としては西別川

の鱒には一方ならぬお世話になった 1人

であるわけです。大学の角帽を被った密

漁が，あまり堂々と西別川の川ぷちを歩

いていると，辛い監視とふ、つからなかっ

たのかも知れないが，誰l乙会っても皆だ

まって逃げて行ったc 当時は附化場なる

ものが存在することも良く知らなかった

し，まして併化場に勤めるようになるな

んて想像だにしなかった私が， こうして

併化場l乙入いって10数年，今は密漁によ

る湖上魚の数の推定方法に苦しめられて

るんだから，人の一生なんで判らないも

のです。

所で昼食も終り，午後の行動に移るわ

けだが，今晩のキャンプと網の設営にか

かるために私と j上さんが残って他の人に

先発してもらい，われわれは事が一旦帰

えってから行くことになった。

場所lま8号付近の張りきり場である。

張りきり場というのは密漁の連中が通称

する所で，省j魚、者が夜間l乙刺網で河を完

全に遮断して，湖上する魚を一網打尽に

しようという場合に選ぶ場所のことであ

る。したがって梢をかけたり，嗣のゴミ

掃除，魚の取場げなどの作業のために向

う岸まで歩いてわたれるような水深の所

でないといけない。この長い川でもその

ような場所は数えるぐらいしかなく。密

漁やそれを追う監視は詳しくその場所を

知っている。張りきりも本格的にやる場

合は，網を上下 2重に張り，下網には1，
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2カ所魚、の通路を開けて置く，魚、はそこ

を通り上の網にかかると，あわてて一旦

は下るがその時に下の網にかかるc 概し

て下の方が余計魚がかかるというのがそ

の仕組だそうである。

先発の連中を送った渡辺t¥が帰へって

来たので，残りの荷物を全部持って出

発。 9号橋で下車し荷物を分担したが仲

々重い。午前中に歩いた所なので良く判

っていると思っていたのに，先発隊の陣

取った場所が判らないっ大声で呼びなが

ら，かなりの距離を歩いたが見付からな

い。荷物を置いてあちこちときがしてい

るうちに 1人迎えに来てくれたc

現場に着いてみると，すでに天幕は張

られ，焚火も景気良く燃えている。その

上， )11 には網を張るための杭をれち終っ

て，煙山おともう 1人の監視は，年寄り

船頭格といった形の藤田さんの指導で網

の方を手際良く処理している。原田訂は

キャンブの用意、に忙しそうに動いてい

る。原田君は昨年結婚するまでは，いつ

でもノンコ，鮭マキリその他を電工か，

西部の二丁拳銃よろしく腰にさげていて

有名だっただけに， ζ のような作菜は突

によく，テキパキと進めて行く c 学生の

ころは私も良くやった方Tごと思ってる

が， とてもその比ではなL、。

こんな調子で，私のすることといつで

もなにも無い。せめて薪でも集めよう

と， }士さんと近くの枯木を集めにかかっ

た。河原には枯木がふんだんにあるの

で，たちまち山のように集まった。今朝

はかなり寒く，霜が真白に降りたくらい

で，天気も良いので今晩もそうとう冷え

るだろうし，焚火で景気をつけてやろう

と，出来るだけ沢山集めた。
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焚火は豪勢に燃えてるが側をはなれ，る

とやはり寒い。河の中で仕事をする若い

連中は，腹の中からでも暖めなきゃ仕事

にならない， というので持参のウイスキ

ーを出して飲みながらの作業だが，たち

まち無くなってしまった。藤田さんも好

きな方らしく，西春別までかなりの距離

なのに一寸行って買ってくると気軽に出

かけて行った。

作業の方も大体げりが着いて，今晩の

やり方について話がIt¥た。天幕は 5人用

とはいへ，小さくて 4人がやっとだか

ら，私が泊ると狭くて困るだろうと，辻

さん，渡辺君と私の 3人は事業場え帰え

り原田君が監督で，藤田さんと監視 1人

に漁宍の煙山君の 4人で，今晩頑張って

もらうことになった。

網も張り終ったし晩御飯の用意、を始め

ようというころには， もうかなり暗くな

って，空には足が寒そうにまたたき始

め，焚火はまたっかにも暖かそうに豪勢

に燃えているの捕獲場からもって来た鮭

は串にきされて，焚火のそばでぢゅう

ぢゅう音をたてて焼けている。飯盆の飯

も出来上ったころ，買物に行った連中が

果物，御菓子，それに肝心のアルコール

分として，焼酎 1升l乙ウイスキー 1本を

持って現れた。昼間は電波の関係で調子

の思かったトランジスター・ラジオも調

子良く流行歌を流している。こんな雰囲

気の中で，総勢 7人が焚火を問んで盛大

に始めたο 在、はチユウは全く駄目なので

ウイスキーをちびちび，他の連中は皆酒

豪でぐんぐんメーターがとる。渡辺君だ

けは，気の毒にも車の運転があるのでセ

ーブしてる。楽しい晩餐が進んでいるう

ちに，風がtHて来た。雨もぽつんと落ち

て来て，いつのまにか，空一杯にあった

星も見えなくなっている。出張中雨には

合はないという，変な自信のある私に

は，しかもこの楽しい雰囲気の中ではほ

とんど気にならない。

そのうちに渡辺君が立って河の方え歩

いて行った。あっと思った時にはもう姿

が見えない。皆が笑っている。河え落ぢ

たらしいのであわてたが，膝が濡れただ

けで上って来?こ。長靴を脱ぐと，水がど

うっと流れる。皆l乙笑はれて彼は照れて

いる。水を飲もうと歩いて行ったら未だ

岸があると思ってたのに足下の地面が無

くなっていたという話に，また大笑いと

なった。しかしこの仕事を頼んだ立場の

私としては， もしものことがあっては大

変なので，そういつまでも笑ってもいら

れないc 余り飲んでない渡辺君がこの調

子では，かなりメートルの上っている

他の人たちは，それも 1時間か2時間ご

とに河に入り，網の掃除をしなくてはい

けないからますます心配である。雨は少

しづつだが次第に気になる程度に落ちて

くる。事業場に帰えり，伸び伸びて寓Tご

い気もするがやはり仕事が大切だし，原

田君も心細くなったと見え泊れ泊れとい

う。 還に意、を決して泊る ζ とにした。明

朝 6時lこ迎えに来てもらうことにして，

辻さんと渡辺君には帰えってもらった。

そのころから雨は次第に気になる程度

に降って来た。網の方もそろそろ掃除を

する時間である。この作業は網を振って

木の葉を流すのだがかなり時間のかかる

仕事である。こんな仕事を密漁者は燈も

つけずに， しかも音をたてぬようにやら

ねばいけないのだから密漁も余り楽な商

売ではないと思う。



網掃除の作業中に原田君と私で荷物を

片付け，寝る用意、を終へて，皆天幕の中

l乙引込んだ。原田君だけは表で雨に濡れ

ながら，なにかを煮たり，片付けたりし

ていた。

天幕の中は狭いがまた別な楽しい雰囲

気で，残りのi酉を扱み交している。私は

飲むのもいやになったので，一番奥l乙コ、

ム・ボートを裏返えしにして，その上に

寝袋で寝ることにした。雨は次第に本降

りになり，天幕の外へ出るのは次第に憶

劫になって来る。

突然，原田君が誰か来たという。耳を

澄ましでも聞えてくるのは，雨と風と川

の音だけで，外を見でもなにも見えな

い。原因君の空耳だろうということにな

り，ま7こ話が続く。原田君がまた人が来

たという。外を見ると懐中電灯の明りが

2つ崖の上に見える。若い 2人がどなり

ながら出て行った。間もなく逃げられた

といって帰えって来た。やはり密漁者ら

しい。

雨は次第に激しく，風も強くなって来

Tこ。飲むものが少くなったせいか皆静か

になって，次第に気が滅入って来る。さ

l っきの車で一緒teJ言えれば良かったなど

という気持がかすめて行く。ウイスキー

のせいか風邪気味のためか，頭がとても

痛い。そうこうしてるうちに，いつとは

なくうとうとと寝てしまった。

また人が来たという声に眼をきました

ら今度は藤田さんが出て行く所だった。

この雨風の中をよく密漁に出るものだと

思う。頭が冷たいので手をやると，雨が

天幕を診して頭がぬれ鼠になっている。

そういえば腰も冷たいと思ったら， ゴ

ム・ボートの空気が抜けて腰のあたりだ
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けが地面に接して冷えて来たのだった。

時間を見ると， 12時を過ぎたばかり， も

う何回目かの網掃除の時間だが 3人はも

うぐっすりねむっている。原田君を起そ

うとしたが鼻をつまんでも頬をつねって

も眼をさまきない。私もうとうとしなが

ら20分位そんなことを繰返えしていたよ

うだがついに眼をさまきないので，後の

2人を起しにかかったらやっと眼をきま

した。外の雨を考えると気の毒だが，使

ってるのが古網だから，少し木の葉がた

まればすぐ切れてしまうので無理して掃

除をしてもらった。連中は掃除が終ると

またすぐ寝て仕舞う。アルコールの分量

の関係か，私はさっぱり寝むれない。次

第に寒くなり肩と膝がずぎんずきんと痛

みだした。寝袋も肩と足の部分が濡れて

しまっている。幾度時計を見ても針は遅

々としており夜明けまではかなり時間が

ある。

4時半ころ，かなり明るくなったので

起きて，引上げの準備を始めることにし

た。雨は未だきかんに降っており，昨日

の朝程ではないがかなり寒い亡全く動く

のがいやになってしまう。原田君はまた

1人でせっせと動きはじめた。石油とア

ルコールを使って火をたきはじめたらし

いがついに物にならなかったようだ。煙

山君たちに網の撤去をしてもらう一方わ

れわれはキャンプの片付けを始めた。

網の方は 3時間位掃除しなかったので

ついに一部切れていたが鮭の雌が 1尾

かかっていた。標識は無く網傷もない

のですぐ放流してやったc 一晩中 1尾も

かからないで朝になってやっと 1尾かか

ったのだが，昨晩からの雨で水量が増し

始めたので，鮭がやっと動き始めたとい
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うことなのか，それにしても一晩の成果

が 1尾では密漁者ならずともなんとなく

物足らないものだc

約束の時間が過ぎても渡辺君が来ない

ので付近の農家で雨やどりすることにし

て荷物を担いで歩きだした。昨日は 7人

で運んだ荷物全部， しかも木の葉の一杯

かかった網と， j刊を吸って重くなった天

幕を合めて 4人で持つのは空腹でもあり

かなりこたえた。

やっと近くの農家に着いたが，途中皆

の話によると，この付近の農家の人たち

はほとんど例外なく皆密漁の経験者ある

いは現在も行ってる人たちだそうで，し

たがって併化場の人や密漁監視は眼の敵

で， うっかり無断で畑の中の道路でも通

ったりすると，えらくどなられるぐらい

だというから，果して雨宿りをさせてく

れるかどうかと心配した。比較的立派な

建物の良家に入いって頼んだら，始めは

うさん臭そうな顔をしていたが，試験を

してるのTごということを話してるうちに

打とけてきて家へ入いってお茶でもどう

ぞということになったc 待ってましたと

ばかり上りこんで服を乾したり， ソパパ

ンなるものをと馳走になりながら車を待

った。

車の古がする度lこ通りを見るが，いく

ら待つでも来ないで，ついに10時が過ぎ

たο 途中で事故でも起してたら困ると思

い事業場へ連絡をとるべく，雨の中を歩

いて捕監場に向ったc

事長場と述絡してみると，今朝 3時乙

ろに迎えにhくべく車を準備したが故障

で動かず，支局の車に来てもらって修理

に行ったから， 12時ころに捕獲場に着く

予定だという話である。半日予定は狂つ

Tこが，事故でなくてなによりと，安心し

て，朝，昼兼用の食事をしているうちに

渡辺君が車を運転して来Tこ。

半日の時間の狂った上に， しかも雨は

休みなく降り続けるので，河水はすでに

増し始めたし，濁とっては来るしで，全

く調査不能となったので，シカリナイ河

付近の調査ぽ打切って，一路14線に向つ

TこO

14線には支場長が来ていて，そこで合

流して別海え行く予定だったが，われわ

れがあまり遅れたので先に行っているか

ら急いで来るようにということである。

しかし丁度噌水し始めたので，電気附と

防止装置を見せて戴くことにして，丁度

末武さんが出張で来てたのでいろいろと

お話を聞いた。二重止めの中には，その昔

の西別川がこうだったのだろうと思われ

るような莫大な鮭の群が，昨夜からの雨

で増水し始めたためもあって tの止めに

つつかけている。他では一寸見られない

壮観で、ある。

これだけの魚がいるのに，前回の増水

では止めが一部破損したというから，か

なり大量の逃逸があってしかるべきなの

に昨日までの河川調査で，上流にほとん

ど魚、の影を見れないぐらいだったから，

逃逸は非常に少なかったものと思われ

る。したがって電気漁網も向上防Iトーとい

うことでは充分成功したといえるのだろ

う。 (29頁へ続く)



悪童Tこちを追い散らしていた。

「こら一つ，メダカとは違うぞ〆」

酒に酔った彼は養魚池の践をうまく走れ

ずに何回も Aを踏み外しながらもなお叫

んだ。

「メダカぢゃねえぞ¥ こら一つ， この餓

鬼共，......こん吉生め l' ! 

豆、童7こちは点泌が池へ落ちるとワ←ツ

と歓声を挙げた。

人 事 異動i

ー昇裕一

任農林事務TC猪口満寿子.斎藤ツギ子

(本場〕

任農林技官.渡辺常二郎(根室支場〉扇彰(湧

別事業場〉坂口未IJ夫(幌内事業場)梅原石I雄

(勇払事業場〉

29 

(40頁より〕

末武さんに電気漁網の話を聞いてすぐ

に別海に向つffo 別海には恨室支庁の水

産課の人7こちも I度末ており，道又組合

長などと試験について打合せをし，いろ

いろ話をして，支場長と同乗して中襟津

に向うころはすでに主主同になっていた

が，雨は小降りになったο 間百Ijを過ぎる

ころはその雨もやんで，ハイロットフア

ーム付近を通るころは一つ二つ星か見え

始め，月さえ出て空が明るくなって来

t:.o 

西日j川を調査するιi画も，以上のような

具合で，万事がii![面通りに行かず残念で

はあったが，いろいろ調査上興味ある結

果も得?こし，特に今後の詞査のためには

大変得る所が多かった。来年は川の状態

も良く判ったので， さらに良い詞査が計

画実施出来るという自信も持てたc その

意味からも日間苦楽をともにした原田

君，渡辺古，ならびにいろいろと調査の

便を計って戴いた小林立場長始め根室支

場の皆さんにと礼申し上げて，この駄文

を終りたいと思います (1968年11月〕

(詞盆課技i¥)




