
1.密漁

あや とう

10月のある司交，月が特しまれるほど枝

々と照りわたったij:麗な夜だったn まる

で幸せな妙令の婦人のように，総て気

味の住いきらびやかな美しい夜だった。

10時頃，われわれは事業場を出て川右下

ったn 細長い川舟は 4人を乗せて音もな

ル く水面を滑った。柔道初段を誇る若いア

Jレバイト，小粒ながら腕力には自信を持

つ同僚の職員，それに主任と私。 4人は

無言のまま讐戒しながら，まるで深夜の
示りこ げんしく

斬り込み特攻隊のように厳粛にして緊張

した気分に包まれながら，ほとんど気が

遠くなるほど静かな川を捕獲場へと向っ

た。首といえば舟の後で舵を操るi悼の一昔

が時々聞えるだけだったの 7.1¥.の音という

のはほとんど聞えない川である。星は黒
あざや

ずんだ大空l乙鮮かにきらついていた。黒

々とした物の陰は月光l乙照らされて地面
かくぜん きわだ

に画然と際立って見えた。 JIIの広いとこ

ろではまるきり11-:7.1¥.のように7.1¥.の重力きは
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かがみ

主主く感じられなかった門それは本当に鏡

のようであった内月が丹]ーの右肩n方l乙落ち
かんかく

ていたが舟と等間隔で川を Fったn それ
あたり

がきながら押鎮められたように四囲を一

層粛然とさせたのだが時々思いがけない
かも びっくり

場所から鴨が飛立つので鴬[1とした。

捕獲場が見えたが予定通り灯は治され

ていた内船頭と漁夫と常駐の統漁取締り

の中野巡奈の 3入がいる筈だが特漁者へ

油断を F与えるためだった今番ノj、屋の扉を

聞けると 3入は何か喰いながら酒をがん

でわれわれを待っていた内

「駐在の警官はまだか?Jと主任が問う

た内中野巡売はストーヴの明りに時計を

かざして答えたの

「もう間もなく来るでしょう。」

「まあ，ここへ掛けてひと休みして下さ

い」と荷:'îj'i~がいいながらわれわれのため

に席を聞けたの
なペ

「どうです一杯，ひとつ，鍋でもつつき

ませんか」
わりIfし

といいながらわれわれに割箸をj度した〔
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主任はストーヴの上の鍋の中に箸を入れ 「今日は 260尾入るぞ」と主任が予言し

Tこ。続いて同僚の男が酒の入った湯呑み た。

を片手l乙箸を鍋の中へ突込んだの
弓 ま

「ほほう……こりや美味そうですナ門何

ですか， こりゃ ?Jと苓ねながらパタつ

L、Tこの
「マンですよ」と舶聞が答えたの主任は

びっく D

驚吃して，

「何だって?…… ηン?……こりやひど
あ

い内いくら鮭を喰い飽きたとはいえ…。」

といって渋りながら築を置いたn 同僚の
な

男はu'しやひしゃと口を鳴らしながら，

「何ですか，そのすンというの ?J
といってまた一つバクリとやった内中野

巡奈が，

「ザンワンのすンだょの犬だよ内こいつ

は休が温りますよ n 今晩のためにお説え

向きですよ」と教えた門彼は目玉をむい

て，

「えヱつ!-iヌ?……犬ですかい ?J
持大笑いをした内するとドfモは唇に柑を

当てて「シーヲ!Jと一同を制したn

さわ さと

「あまり騒ぐと特漁者l乙憎られるぞ」

急l乙静かになった行左右の窓から月光が

透明なプラスチモYクのように射込んでい

たn 川の水は捕獲施設に遮ぎられて背を

たてていたn そして捕獲槽に入った魚が

驚いて暴れ廻る音が時々吾々と楽しませ

たの 「おっ 1またーピキだ!Jと船頭が

いうと主任は守:上って，

「どち，どら，見てくるか」と ~!-'lて行っ

た内そして戻って来た時には，

r-rこいしたもんだ内もう 100尾位入って

いる」といささか満足の微笑みを汗ーべな

がら入って来たの品iE頭は，
「いや，そんなには入ってませんよ， 50 

尾杭の筈ですよ」といった《

ふと

その時，突然1人の肥った男が昔もな

く扉の前に現われたの

「ゃあ， もう皆きてたんですか」

駐在所の笹井警官だったがそのいでたち

は密漁者の如くであったの

「バイクぢゃないのかい?Jと主任が開

L、?こ。

「そとに置いてあるよ，堤防まで乗って

来たけど，そこからヘヲドライトを消し

て押して来Tこんt:<。拭ちは俺がバイクで

出掛けると用心して寄りつかないから

な」といいながら厚い綿入れのジャンパ

ーのホ、タンを外して汗を拭いた内

「今夜も大分出掛けたらしいぞ，荒木と

吉岡の野郎は自転車で出掛けたし，竹内

石田のクツレープはオート三輪で向ったσ
ふっ かり

今夜は何としても捌まえるぞ!Jと力ん
きこ-~

で券を自分の手の平l乙打ってみせたの
ひたひ

そこで一同は額を集めて符漁港治の作

戦を練ったσ これによって，われわれは
わか Iまさ おそ

2班l乙分れて川を挑んで両岸の年布、漁を襲

うことになったの第1班は駐在所の巡

奈，アルバイト，同僚の職員の 3名，彼

等はいずれも腕力や暴力にかけては自信

たっぷりで，何者も恐れじという猛気溢

るる精鋭部隊T乙このT艇を巡査の名前を

とって笹井組とした内この組は平幹漁の最

もひどい捕獲場の下流を巡ることになっ

たの第2班は捕獲場常駐の者いおとなし

い巡夜，頑固だが年老いた主任，気の弱

い漁夫，平和主義，自由主義者の私。第

H妊に比べてクεヅとその性格が異り，戦

闘能力においては誠に心細いものであっ

た内われわれは比較的密、漁の少い対岸の

牧場を巡ることになったn



そ乙は本流と支流の合流点l乙突出Tこ半

島lとなっていた。そして馬の放牧場とな

っていたが，今は 1頭もいなかったの私

は出動の際に一寸角を 1m位に折って用
たずさ

心のために携えた円われわれは中野巡査
才〉カ向

の指揮に従って二組に分れたの巡査と漁
ぞ たいほ

夫は川治いに歩いて密漁者がいたら逮捕

する， もし逃げたら主任と私が適当なと
まち立 っか

ころで待伏せして捌まえる。こういうこ
たいせ竹

段構えの態勢をとることになったの

警官と漁夫は私たち 2人を置いて木陰
くら

の暗やみに消えて行ったの残された主任

と私はお7むこ顔を見合わせて心の中に心

細いものを感じ合った内 2人はかなり見
くば ふ

透しの効く窪みに休を伏せることにし

Tこn
まだ そび

この半島は疎らに樹木が発えその枝を

透して夜の窄が穏かに青み，月がうっと
ぬ

りとして光を濡らしていたn また背の侭
まだ

い枝を張った木が草の一!--.1こ疎らに這って

おり，占1びかりに光るしんめりとした月

光を浴びて，おぼろにあおみがかつてい
ふち みす

Tこn 川の淵には柳が特生して総:て見透か

されぬほど黒々と立並んでいた内その折

重なった木の葉の中に時々奇特な押殺し

たようなサラサラという音が起った内

きながら木立ちがその下へ匿れ込んでい
こみも しん

る小径へ人を呼ぶようで，全く寂塞とし
やみ

て木の下の悶へ招くようである内本は総
ど弓ょう

て足だらけであった。本気は動捺すらし

なかったの夜はますます冴え渡り，月は
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る。乙乙 l乙美が溢る。求めて得ることが

なく，求めて尽きることがない。乙乙l乙

自由があり，平和があり，満足があり，

神聖がある内自然の美，神の愛，入聞の

真情，求めて願うものはこれである門天
まし すA

I乙在ます神，慈愛の神よ……万有を統給
まさ

う神よ，襲深き都を去ってこの静なる牧
ぱ いの D

場l乙在りて心置きなく祈躍を捧げ得るこ

とを感謝します……信仰滞く，常l乙地の
わづらひ

煩悶に苦しむわれを憐れみ結え。この静

かなる夜，この美わしき自然の懐に導き

精いしを感謝します……n

もくぜん

主任は黙然としてl是本を見つめてい
みみt<と

た耳敏い静けさは何事かを待っていたハ

夜中に遠く人が呼ぶのか，それとも烏か

魚の跳ねる苦か，聞き分けられぬ程に遠

く聞える叫ぴ戸往還に響く刻むような挟
あL

足の背など総てかような鈍い響，かょう
かすか

な陣lな物晋は唯静けさを増すのみであっ

たn その中に何かこうf寺ちくたびれたも

のがあった門
っかま

「笹井組は桝えたかナ"?Jと私は忍び声

でいったn 二ド.任はまるでスポ--;Jの試合

でもしているような調子で気炎るあげ

た内

「向うで捌んだら此方は手ぶらぢや帰れ
ぎせい

ん. 4人もいるんだからな. 1入杭犠牲

になっても捕えなければ……。」

「あまり無理しない方がいいですよ……
た かえ

下手に彼等l乙手を出したら却って危いで

すよ……奴等は何をするか判りませんか
あま

いよいよ清く澄んで，遠くの!ljも方も黒 らね。」私は余り期待きれないように白

い影に淡白な光を浴びて，しっとりと静 分の防衛にとりかかったn 彼は語気を強

かに浮んでいたの美しゃ，神の光な i めて否定した2つら

111 .雲，宰，森林， 日光，月光，星斗. Iいやいや. #又等など大した乙とないん

河川，雨雪，総てこれ万人の所有物であ だ，どうせアイヌかこの辺りの農夫共
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Tご，闘ってくる奴などいない，大概逃げ
つか

るもんだ。第一， 1人でも多く掴まえな

ければいつまでたっても有漁は無くなら

んのそれに奴等のお蔭で捕獲が大した減

ってるんだ。」

「われわれが2人位でこんなところに夜

露に濡れながら，身動きもせずにぢつと

していたからといって十勝川の有、漁など

無くなりませんよ今ニシン場のカモメみ

たいなもので，特漁の多い時は鮭も沢山

いるんだからそう心配したもんでもない

ですよ内容~1魚を無くするなら，鮭を絶滅

させるか彼等を僻化事業の一端を担わせ

るかのいずれかですよ。あるいはまた警

官を 1m置きにでも治岸に ~'r.t.こせればい

いでしょう η とにかく今夜の問題ではな

いですよ n われわれは酔化場l司法を奉じ

ている以上，まあ仕様がないですから

ね，こうして月でも眺めている方がいい

ですよ。」
かれこi， いら Tこ

彼是するうちに，焦心ったような背が

して突然本気が反響を響き返した・

私はわれ知らずぶるぶるとした……続い

て入の声がした...・H ・..私は一心に間入つ
あしばや

て……びっくりした内足疾に数人の男が
< (! 

腰を{氏くしてわれわれの伏せていた窪み

に向って来た内瞥官l乙感づいて逃げて来

たらしいが，警官と漁夫は杢然気づいて

いないらしく追う影もなければ相図もな

くわれわれを呼ぶ声もなかった内逃げて

来た連中は見る見る近づいてわれわれ三
ひま

入に判断を与える暇がなかったわ

「そ乙え隠れろ〆」と 1入がいったのと

たんに，バラバラと 5，6入の男たちが

主任と私の上に転り込んで来Tこの男たち

はとっさに「アモソ〆」と驚きの声をあげ

た内われわれもビモヅクリしたが，彼等も

たまげ

また思いがけない待伏せに魂消げたよう

だったわれわれはすかさず起上って連中
かたま はな

の折重った塊りから少しばかり隔れたの
あわ

主任は慌てて懐中電灯を照らした内照し

出された男は急に王手竿を遣さに振り Eげ
て主任に一撃を喰わそうとした内危い〆

ひきf

と思って私は思わず一寸角の棒で彼の膝

をぬ〉ら力一杯に立いまくったn 彼の前

はゑるで折尺のようにガクンと前のめり 4 
i乙T畏まさった内そのために主f壬とその男

は折重って地面に倒れた門私はすぐ主任
ひっぱ

の手を引張って彼を引起したが相手の男

も「失敗った」と口に出して後れ馳せに
ひざ

1i:上ろうとして膝を立てたので私は彼の

胃袋を思い切りけとばしたn 彼はそれで

再び前にのめくってノぜてしまったn 平

和主義者とは暴力を肯定する者ではない

が平和のために戦い，自由主義者と正義

はのために戦うのだ.ヘ

だが後l乙残った連中が殺気立ったの彼
とりかこ

等は半円をえがいて私と主任を取囲んだ

私たちは思わずギヨザとなって後へしり

ぞ、いTこ内すると彼等はそれだけ前へ近:ん 喧

で来Tこ。彼等の顔は月l乙差し出て青く凌

んでいた。私たちは少しずつ身を後方へ

引いたが彼等はジリジリと迫って来?この
ナイフ

手にはそれぞれ間切や太い釣竿を持っ

ていたの彼等は背もたてずに近寄って来

たの私は左手に持っていた角捧をお手に
しりぞい

持ち替えてまた後退たn だがその聞は少

しずつ迫って来たの一触即発であるの私

は中学時代剣道をやったのでこの方にな

らファイトもあるが，それは常に 1対1

で，このように劇的な月夜のチャンパラ

など 1度も経験がなかったn 私は胴震い

をして「やってみるか」と思ったが，首



が震えて止まらなかったの主任も震えて

いた。彼の顔はすっかり青ぎめて目を大

きく開いて今にも発狂しそうだった。私

は汗びっしよりとなって震えていたっ一

体われわれはどうなるんだの中野巡査と

l 漁夫は何をしているのだのわれわれを見

殺しにするのかn このまま戦ったのでは
かち

どうしでも勝めはない門今となっては逃

T げることも同来ない内戦ったら負ける，

負けるだけならいいが，殺されたらどう
よ11¥、

する，鳴呼!人生は短きかな，齢26にし

て死すとは，われわれは邪悪なる者共に
ああ わがくるしみ

ここで発されるのか，時呼神よ，我昔r，d1
あわれ

の芦を憐み給え-…・・神ょこの窮地を救ひ

給え彼等l乙lE義の心と安らかなる良心を

与え崎え γ…・さもなくばわれわれに勇気

と争主とカを与え結え人と彼等を前に
ふる

して祈り 7こかったが声は↑栄えて出なかっ
きちがL、 ぎようそ弓

?こn その時，今まで狂気の如き形相で棒

Jr:ちになっていた主任が大声でどなっ

?この

「中野巡査左へ廻れ!笹井巡夜右へ行け

，._ IlJ問巡奈!佐藤巡査!高橋巡査!後を寒

げ〆荒井巡査も水戸部巡査も吉崎巡査も

皆来い!.…・・早く来い!Jと居もしない
かたっぱし

巡査を自分の知っている名前で片端しか

ら呼び叫んだ内とたんに悪漢共は一宵に

逃げ出した門私はこのあまりの逆転に，

海が一真ん中から割れて歩けるようになっ
ぽ，ぜん

た程の奇蹟を感じ，t，こだ?と然と自失して

しまったの主任はなおも叫びながら後を

追ったの

「才{イ，西野，坂野，それつ!そっち

へ廻れ{つ/0疋田，石)If，狩野，)Ifの方

へ行け{つ1.一人左へ行ったぞーヲj

と勝手な名前を呼ぴつつ勝ち誇ったよう
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まさ 1;(

l乙月夜の牧場を駈廻って行った。私は突

立ったまま，前方へ逃げる入影のー高ー
まさぱP

低凸凹の多い牧場を走って行く有様を見

ていたの主任は結局一入も禍まえずに手

ぶらで戻って来た門
しま

「失敗ったことをした……斉生め!…-

残念なことをした……。」と彼は千悔万
へそ か

悔，併を噛んで胸元を貫かんばかりに口
や し

惜しがった門主任と私はのびた男を引ず

って捕獲場へ帰ったn

捕獲場の呑ノj、屋では笹井組がアイヌの

夫婦を連行して来て笹井巡査が荒々しい

言葉で取調べていた p

「名前は何というんだ」

「へえ……アキバです……」

「アキバイIすという/しTご」

「へえ……テ Vユキで……」

主任はそれを聞いて，

「何だと?アキバ・テヲユキだって?
LぞみオL

j阿部Tこ名前だなお前は，そんな立派な名

前を持っているくせにお前たちはログに

働きもせずに焼肉、Jばかり喰らっているか
t，' "く

ら堕:訴するんだ!Jとどやしつけた内ア
よご

イヌの親父はほりの深い汚れた韻を伏せ

たまま，しょぼしよぼした態度でゆっく

りと言葉をもちした内

「堕落なんかしませんよ……堕落という

のは高いところから低いところへ落ちる
わし

ことでしょう……僚らははじめから f~い

ところにいますからね，そんなみっとも

ないことはしませんよ……。 l


