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ハバロフスクからオホーツク

昭和22年7月21E1午前9時ハパロフス

グ本港を離陸したわれわれの飛行機は双

発24人乗りの特別機でソ連倶IJ6人を加え

て総勢19人を乗せ広莫とした〔沿海州大

陣を眼下lと視ながら弐第に高度をとげて

いった〔ハパロフスケ害港は市の北側自

動車で約20分の大平原の真中にあって事

務所は木造2階建でとこには切符を買っ

たり，食事をしたり IH発を待つ人々が多

く集っていた。この雫港はウラヂ才，ベテ

ロパウロスク等とともに極東における重

要な役割を巣し各地へ定期本路が設けら

れ北は才ホワタ京港まで羽を11j1ばしてい

るとのことである〔才ホ';lクまでの本路

は別~Iの垣り(多分):長摂直線コースを飛

び眼ドにはほとんど声iい111はなく見渡
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佐野誠

す限りの大平原で蛇行するアムー 1レ本

流とその支流，処々に散在する湖汎ま

7こ一面の緑に覆われた一大景観は時々24
l乙視界をさえぎられながらも大陸をはず

月

れて海l:JとH-jるまで真に息、もつかせぬ数 t
時間であった《この飛行機にはわれわれ

のために背の高い美人スチユアーデスが

乗組，紅茶，キャンデー，あるいは荒物

等至れりつくせりのサービスを受けたが

(ただしワキカゃには閉口〕ナホトカ E陪

以来まったく尚由であった写真はこのH

)~JJ ホテル出発後帰影禁止となり眼下の大

景観あるいはロシヤ美人を給にすること

のIHラ|そなかったのは真に残念であった〔

またも一つ私の関心は間宮海峡を安から

見ることであったが相憎， コースの関係

でまた金航程の大半が雲l乙覆われたため

ζれもついに見る ζ とカ>11¥末ーなかった《



やがて海上飛行も終りオホ 'Jクの梅・岸

練が白く見え，間もなく低空着陸態勢を

とり極北の大平原の中l乙出来た才ホヲク

飛行場に無事着陸したの乙の付近には才

ホタおよびタフトイの両大河があり地図

で見られるとおり高い山はなく治海外l同
様見渡すかぎりの大平原ではるか北方に

占.い111なみがかすかに望見せられた。

本港にはすでにオホヲク漁業トラスト

のプラグーノフ所長一行が出迎え小型パ

スに乗車人家の全然見えない道路を約 1

時間才ホタ川の川口へ到着，ここで発動

機舶に乗移って川を糊り多数の歓迎(実

は見物?)を受けて才ホヅク村の中心街

化1:-.1挫した内ここでわれわれのためにー苧

備されたホテルは木造平家で2部屋が開

放せられ6人と 7人の2組に分れておち

つく乙ととなったが荷物もとどいてやれ

やれと一休みの暇もなく昼食会のためレ

ストーランへ案内され，極北の地とは思

われない豪華な食卓についた内相変らず

ウ才トカ， コニヤク， シャンパンの乾杯

バター，チーズ， イクラ，ハム， ソーセ

ージ等で飾りつけられた食卓，共々と運

ばれるスープ，肉料理，さらに 35cmも

ある才シヨロコ?の姿作り等目を見張る

ばかりであった内

食事の時間約2時間すでに 5時を過ぎ

ていたがオホヅク漁業トラストを訪門，

8時過ぎまで，サケ， ""ス，ニシン，そ

の他カレイ等の生産概況，資源維持のた

めの施策，さらに繁殖に関する各種の研

究調査状況等，午後4時漸くホテルへ帰

り休養する乙とが出来た門ところがこれ

から夕食とのことハバロフスタ以来息も

つかせぬ歓待にとてもとてもと 1間食事

をぬいて貰らい紅茶とケーキで漸く寝に
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つくことが出来た。 7月22日ナホトカ上

陸以来 1週間目。生活様式の変化と視察

見学，次々と休養をとる暇もない歓待に1

行可成の疲労の様子が見えたが務低者も

なく朝9時ホテルを出発才ホヅタ漁業ト

ラスト魚類処理加工場へ向った。

の乙工場はサタ， ""スの樺詰，エシン

の塩蔵，その他，カレイ， コマイ等の漁

獲物を処理加工する大きな設備をもち，

塩蔵ユシハイクラ等の容器としての製

樽ヱ場まで付属，その他，生産品の貯蔵

あるいは冷凍倉庫等，見学に 2時間あま

りも要する広大なものであった内さらに

工場敷地の一部では工場の拡張工事が行

われていてコンクリートの塩蔵タンクの

建設に来い婦人を含む多数の労働者が働

いていた内工場長Jレイチヤーギン氏はソ

ビエト人特有の 120枠(沼貰)を超える

豆顕であったが始終ユコヤカな応待振り

でっかれの様子もなくさを工場の案内にた

ち我々の方が遅れ勝で多には""-1ナス

500C にも達する極北の地といいながら

日中は可成暑くついに上衣を脆ぎ， R影
l乙憩いながら漸く見学を済ますζ とが出

来た内さらに漁業トラスト所属の漁民コ

ルホーズを訪門その途中には砂地にジャ

ガイモが作られ可成の生育が見られ，ま

た海岸の砂丘l乙墓があって多数の十字架

?が建てられ民家もまばらで如何にも最

はての村の感が深く感ぜられた。

午後5時ホテルへ帰り久し振りで開放

された時聞をもっととが出来たがそれま

での視察，調査報告の取纏めに休養する

暇もなく夕食となりこれが鯵って10時過

ぎ乙の悶の行事を全部終了しほっとした

と乙ろが前記才ホタJlI口からの舶の出入
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りは満潮の時のみに行われ干潮時には航

行不能とのこと明日からわれわれの旅行

のために特別に用意された沿岸警備艦

NO.50(約2000トン杭)へ行くためには幕1

3時をのがすと共は午後4時過ぎになるの

で明朝は 2時半起床3時出発予定とのこ

とやりかけの仕事も放り出してべ、ヅドへ

もぐり少しでも休養をと思いながらょう

いに眠れず，厳丈な 3つの Fアを経て涼

気の戸外へl!:lて用をたした後は益々回が

さえてついに 1睡もせずに出発の時間と

なって仕舞った内ここで一寸，時間のこ

とにふれると，函館を出てからナホトカ

までの間で 1時間時計を進め日本時間の

9時がナホトカの10時，次l乙才ホ'/グへ

飛んでさらに 1時間進めて10時が11時と

なり日本時聞から 2時間進めることとな

ったので朝の 2時は日本時間の12時であ

る23日朝 3時半ランチでオホタ川岸を離

れた一行は約30分で軍艦No.5印0の玄玄:1倶側R則01に乙
到着艦長始め水兵等乗粗員一同の出迎え

を受けて割当ちれたそれぞれの舶室へ納

つた内各舶室は

面所，机椅子の他， ロ'/カー2つが付属

し1部屋に 2人宛で8月15Elナホトカで

東光丸に乗りかえるまで，こ冶がわれわ

れの居室となったの洗面所の給水は 1日

2回油断すると 1日中タンクが宰となり

手も洗えないこととなりまた給水栓を宰

け放しでおくと部屋中水ぴ、Tこしになるよ

うな状況でなれるまでは水には一同苦労

をさせられた内艦内で、は写真は禁止され

たが何処を散歩しでも良いとの乙と，

食堂は艦首にあって，朝食9時，昼は 2

時，夕食は 9時で食事時間の合聞にはわ

れわれのために映画会等が催されロシヤ

バレー，サーカス等はとくに楽しかったわ

イーチンスクへの最後の夜は夕食後甲板

上で日本映画太陽のない街〔京マチ子主

演〕が上映されたが映写時間2時間余，

潮風に吹かれながらの歓賞は可成りつら

かったが，明角の好意を無にするわけに

も行かず毛皮を斉て防寒し最後まで頑張

ったのは一行中約半数であった内

イーチンスク

7月25悶早朝ィーチヤ沖着北海道へも来

たことのあるタラシウク氏，ペトロペウ

ロスグ漁業および海-洋研究所-のセムコ氏

等が来艦し調査団一行と交歓，午後にな

ってからと陣して宿舎へおちついたn

この宿舎は夏休み中の小学校をわれわ

れのために開放したもので床には赤ジュ

ータンが敷かれ常には美しい壁掛が飾ら

れ，一寸シヤレタホテルの休裁を整えロ

シヤ美人のサーぜスで昼食の後イーチヤ

漁業コンぜナートを訪門した内所長ドウ

ロフ氏の概況説明の後双方からの質疑応

答があって工場を見学，水揚場，害j裁場

冷蔵庫等を視察したが，ここには冬季の

厳寒を利用して凍結させた冷蔵室があっ

て内部は 7月というに全面厚い氷で覆れ

温度は OOC以下を保ち白然を有効に利

用している状況が見られた内また工場内

には才ホ γクでもそうであったが到る処

に生産品の質，量の向上に関するスロー

がンがかかげられ婦人の数が可成多くと

くに試験室，研究室等の長が婦人によっ

て占められソ連の女性はあらゆる商に進

出し男に伍してひけをとらない地位(精

神的にも休力的にも〕を確保しているよ

うに感ぜられたのさてイーチャではハバ

ロフスク以来久し振りで入浴することと

なり各自 15cm角もあるプムスポンデ，



料杏の杏の強い赤い石ナンとタオルの配

給を受け木製ロヅカーに脱衣して浴室へ

入ったが中央に大きなテープルが置かれ

その困りに 2本宛のパイプ(湯と水〕が

出ているのみで勿論，浴槽はなく，大き

な洗面器に湯を取って体を洗うようにな

っていて日本の風呂のようにゆったりす

ることは出来なかったが付属するムシプ

ロも試みて汗を流しさっぱりした気分に

マなった門 128は再ぴ別の工場与を視察して

イーチャ最後の昼食会に出席，はからず

も日ソ歌の交歓が始まり田本側代表とし

て藤永団長の炭坑節と踊り大垣所長のソ

ーラン節は大カワサイを博し， ソ連側の

素晴しいパスの独唱あるいはギターを持

ち出しての女性合唱等時のたつのも忘れ

4時過ぎまで真に楽しいーと時であっ

た内やがて盛んな見送りを受けてイーチ

ャの街を後にし再び軍艦にJ周りすぐに錨

を上げてウスチボソレシエレV クへ向って

出発したn

ウスチポルンエレツク

イ{チャを出発後艦内で一夜を過し翌

朝ボルシヤヤ河口i中へ到薄，発動機舶に

乗代えてポリシヤヤ川を40粁程糊りウス

チボ JレシエレモYクへ上F迭したn えドリシヤ

ヤJlIは幅2000米もある大河でカラフトマ

ヘベ、ニマスの湖上で知られ，上流のカ

Jレイマイ:泉，あるいはソーコチ泉等はサ

ナ，マスの繁植場としてわが国にも良く
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るが，相変らず漁獲生産の不振をかこち，

その大部の工場は休業の状況であった。

夕食後衛のクラフーに来演中の軽音楽と

劇を観賞最前列の特別席で開演前にヤポ

ンスキーデリガーテイの(日本調査団〕

参観が紹介され「ポリシヨイ〔大きい〕

で7 レンナ(小さい〕演劇また楽し」とい

うところであった行ここで感心したこと

は観客のエチヶ γ トが極めて立派なこと

で座席の数だけ入場がゆるされ日本のよ

うに何人でも詰込むような乙とがないた

めもあるが場内は極めて静かで禁煙は確

実にまもられ真に気持が良く日本の状態

と比べてうらやましい限りであったn さ

てここのホテルは民家を開放したもので

小窒に 3-4人宛分れて休むことになっ

たが，便所は相変らずー町も離れた戸外

にあり一方に塀があるのみで戸がなく用

便に入って行くと先客がー勢に用を達し

ながらユランでいるので宰いた処を見付

けて自分も同じようにニラム態勢を整え

るといった状況であったo 7月288やや

冷気を覚ゆる朝であったがこの日はポリ

シヤヤ川を糊り，プロトニコワおよびプ

イストラャの 2大支流の分岐する約 60

kmの上流へ向い，サナ，マスの産卵状

況を調査する予定であったが魚の姿はつ

いになく網目のように入り乱れた支流分

流，産卵場として好適な河床等を視察し

発動機舶の湖上限度まで達して引返し

知られているのウスチボリシエレヅタは た内例年ならばすでにカラフトマスの産

イーチヤより可成大きい簡で革命を記念 卵が始まり多数の魚群が見られるとの乙

して10月と呼ばれる漁業コンビナートが

ありクヅネモY才フ所長を訪問して双方質

疑応答が行われた後第二工場を見学，こ

こには発電窒， 揚水場， 製鱒工場， 擁

詰工場， イクラ工場等， 1厄大な設備があ

とであるが今年は湖上量が極めて少ない

ため魚、の姿が見られない状況を見せられ

たのであった内

しかし河口付近の曳網の漁獲は可成多

く長さ 50m程の小網で約2∞m程を曳網
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して 1網に 2~ 300尾の漁獲が見られ可

成の長:の漁群の湖上がある様子であっ

たのがIの曳網場で働く人々は 15-6の女

の子と老人が多くその他のものは治岸，

あるいは沖合の漁に出ているとのことで

との曳網は実は魚群の性/迂を調べるため

のサンプリング.であると務iしているの

ウスチボルシエレワタ付近は冬期最低

泊はマイナス 450Cを超えポリシヤヤi"T

の湧泉部以外はほとんど棟結し積雪量の

少ない年lとは産卵場が大きな被害を受け

サナ， yス幼魚、の発生霊じが著しく減少す

るといわれ，これらの状況は上流カルイ

マイ泉， ソーユチ泉に糊上産卵する親;¥(1、

の数の算定と発生量の調査によって計算

せられているハ ζれら調査の結果は詳細

に検討せられて毎年の洞酔量の予想、が行

われ，その年の生産計書が樹てられrF~久

的な資源の維持対策が厳重に実施されて

いるとのことであった。

翌29日は10月革命記念漁業コンぜナー

トを訪問再びクヅ手ヰモ:;才フ氏の部屋にて

双方意見交換の後，発動機舶にて漁業コ

ルホーズの曳網場を見学午後1時軍艦に

帰り弐の調査地才ゼJレノエへ向って出発

したの

〔口絵写真説明〉

左，上から，オホーツグ村にて
① オホタ川口(irllの船はわれわれのために

配置された軍般〕

@ ホテノレの前に集った子供述と ①|① 

① 加工事務所前のマルクス像 @厄
(i)街頭風京

⑦ 1① 
① オホーツク村ホテノレ
④ ウスチボリシヤレツク，工場 ①!@ 
(り ポリシヤヤ川rt'流
@ ポリシヤ川プロトニコワ・ブイストラヤ

ニ大支jft合流入試付近

本格は 10Jl2611， 同氏が本場会議宗

において'JI/i.怖されたも心心要約内

先般中同漁業協会の招聴により，昨:'ef.

9月18日中国lと渡航致しまして， 12月27

舟に無事用国致しました門 ζの問呑港，

広州[，武漢，北京，大連，天津，青島，

上海，南京，蘇リ十1，杭州等の水彦事情を

見聞する機会がありましたので，その模

様をお話し致しますの

昭和30年 1月日本の漁業代表が中間の

漁業ず代表と問中間の漁業)問題につき，

会談の為めに，中国に渡航して協定を結

んで帰った乙とはご承知の湿りでありま

す内弐で第二弐の会談は翌31年4月にま

た北京で行われ，同年11月には中国から

漁業者代表の来日がありました内乙の代

表団の滞H中l乙， 日本側代表に対し，水

産科学技術者の派遣につき依頼があった

のでありますが，中国側の希望は，水産

資源、水産加工，漁労及び淡水養殖の 4科

目について，中国の大学において講議を

してもらい度いということであり，資源、

については特に東海に詳しい人という申

LHであったのであります行なお先方の希

望とし，第一回には水産資源と淡水養殖

の二専門家を派遣してほしいということ

であり，水産資源には西海区水産研究所

司


