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今を去る 22年前，昭和 10年に当時東京府立高等学校教授であり，理
学問一七である大島iEis:ili;:はく現在東京都目黒区中絞ptJ180に在住〉梨、初
台湾の代表魚である『締』を求めてサラマオ O~凶蕃カ熔居する大甲渓上
流に分け入り大収穫を収めた。その頃未聞七人であるタイヤル族が台湾

北部に 3万余も幡居しその不便な未聞の地で菅の円狩りなどの連想に

脅やかきれながら休険した数々を氏は当時の朝日新聞社のために犯行文
として寄せられた。これは学界にとっても貴重江文献でもあ.るので当時
をLのびながらここに紹介します。〔編者〉

スキランの流に躍る台湾鱒

月明に歌う兇蕃娘

そのす子立LEFの権威ジヨルダンiJ!J:LIと師

事して台~産淡水魚の研究に従事してゐ

?こ時のことで、あったの当時余の助手であ

った青木魁雄君(現水産試験場台出支場

長〕から次のやうな逓知を受取った。

宜蘭濁水渓の調交l乙赴いた際ピヤナン

鞍音[1を越えた奥地即ち粧悪なサラマオ較

が時居する地域を貫流する大甲渓上流l乙

尺余i乙達する黒い大きなffAが沢山ゐると

いふことを聞き込んた，やがて依頼した

警官が現品を送って来た，見れば立派な

鱒の雄魚、である。但し保存薬のない整地

からのこととてその鱒は塩漬けにしてあ

つにしたがって研究室に到着した|僚に

は半ば腐ってゐTこ云々 。

熱帯の台漕に北地の代表的魚族であ

る絹がゐる，いつの頃l乙どうして来?この

:か解き難い苧界の謎であるの忠ひがけなi…一ーは向ひ

合ってゐたジヨルダン先生の圭l乙飛びこ

んで， この驚異的Tf:失ーを報告したのとこ

ろが温献に笑を地へて私の額を見上げた

先生が 1/←!!Jといってかぶりをふっ

たの

17令7]'('陀の艇が台惜のやうな熱帯地に

も不Jili続的に棲息してゐるといふ乙と

は科学的常識からいつでも信じ得べか

らざることだの%j.の言によるとその血管

は塩漬になってゐたといふではない

かの，[1¥ふに親切な台糖の官憲が王者人の

食糧として塩引の鱒を山地深く持ち込

んだのだらう，輸送の途中舶が覆って

その塩鱒が流れ出したのを拾って来た

のに違ひないよ。J
魚撃の世界的権威がかくいふのであ

るからその際はおとなしく込去PJ，~jって比

仁ら出引ならぬ珍らしい艇の村本が自分

の!日オミを待ってゐ7こn 頑強な恩師を征服
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するためによ手法地図を按じて現地への唯

ー‘の遍路である稜社に向って見たのとこ

ろが7 レツパサラマオなどの兇設が跳梁

してゐるので一歩も踏み込み難く長嵩と

いふ霧社支庁長の好意で辛うじて幼魚、ー

尾を手に入れたのみで引き下がったのそ

の後道をかへて東の方内タロ方面からも

進出し。

手を代へ品走 代へて現地への到達を

志したが到底目的を達し難いことが明か

になったので遂にその計画を放棄し，食

弱ではあったが探り得?こ事実を恩師に報

台して主主引でない泳ぐ鱒が実在する乙と

を強調した。報を得たジヨルダン先生は

今度は驚いたの乙の発見は真に学界の欝

異である。自分と11"との共同研究といふ

ことで業績を発表しようといふことを申

越されこの艇に新な学名を付すると同時

に和名をサラマ才師と呼ぶことに定めて

この珍しい事実を発表したの爾来今日ま

で年は流れ二十数年を閲してゐるがその

~((l.!乙見参しようとして軒地深く時み込ん

だ篤志家は一人もなく随ってその生態、も

種名それA身も疑問符付せられ今日にお

よんでゐTこ。

大甲漢とは一万尺以 i二の峻峰弐高山

令歓山，桃山立立に市湖大山などに発す

る雪渓の水を集めて奔院の如く流下す

るi主主流であるのその孤をなす次両山や

伴i湖大山のmには歴然7こる氷河の跡、が

あり，人類が漸く野獣の域を枕したそ

のころには，台夜決して常夏の島なら

ず飛雪紡々寒威肌をつんざく地域であ

っTこ。

氷雪l之姥はれた地であって見れば台較

に鱒がゐるといふことは不思議な現象で

はないやうに思はれる円鮭，鮪類は氷河

時代の今一つ前即ち第三紀のころに地上

に姿を現した魚、族であるの

寒流が物凄く 氷M時代と前後して台

轄の姿を洗ってゐTこ時もあったちうのし

て見れば流れに菜、じて併も北からやって

来た乙とがあったらうの十数年を経fこ今

日新たな興味が湧いて米た。のみならず

1ft守tTタイヤルの娘共が

次高山の麓をめぐる

スキランの流れ鱒をとる

一度おいでよ我シカヤウ社へ

ヲガ、イヤハンハン

と月明l乙乗じて歌ひ興ずる歌声がはから

ずも耳l乙響いて来Tこ。げにやタイヤルは

来れと招く。行かずんばあるべからず。

かく思ひ定めでは矢も栢もたまらずヒヤ

ナンF主剤[1を目ざしてjE雪道した。

;i¥: ヲ ガイヤハンとはお111でお出で

という;CZ‘味の蕃話。

森林鉄道の窓外-魔法使いの村

鱒を尋ね蕃地に一歩

朝まだき ft北ぞ立って'rì~蘭線に身を託

した一行は終点蘇慨にほど近い~yi}lf駅で

玩Jt-のやうな太平山行きの森林鉄道lと乗

り検..A...，永久に澄まない次色の水を押し

流す'¥'(.濁水渓lこ沿うて風物すべて荒涼

Tこる葬地に足を時み入れた。「あれがロ

ンピヤ担社:で

る〉捧辞}民寺壬:をJ桁百さしてあと車和柿!任恥fれい、かめしい警護

の李特幸'[白与守'がいふ。 ~rl- くも行政R域外l乙 ~H: . 
ナと直也した私は「鉄条網はど乙 lζ張つ:
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てありますか」と反問したところがその ヤウ社の者共である。容を歓待すると見

警官が俄に創出の筋肉をゆるめ「どんな せて命とりの妖術を行ったに違ひないと

奥地へ踏み込まれでも今時そんなものは いきり立ち，使を派して強談判を持ち込

御座いませぬ」と微笑しつ〉応酬した。 んた。一度は疑ひはれて手打ちとなった

台糖といへば毒蛇，生蕃といへば首狩り

を連想するやうな認識不足では恐れ入る

が，その後誰いふとなくピヤナン社の両

目は魔法使ひなりとの風評がひろがっ

よと平塚長官が苦笑してゐTこ点はこ'，.t.ご た。

ナとうなづきながら台f普通と自認、してゐ

た身のおろかしさを痛感したがカタコト

と暑さにあへぐが如く進み行く運材列車

が長いトンオ、 Jレをく Yり出たその剃那，

かなたの山の端に建て〉問もないらしい

蕃屋が六戸現れた。さきほどの警官が

「あれは牛闘社と申しまして魔法使ひの

部落で御座ります」といって珍しい事柄

を語り出した。台常各地に幡居する賢人

の総数はが]拾四万分ってタイヤル，サイ

セット， ブヌン， ツオウ， ノマイワン， ア

i.， ヤiの七種族とするが台Ifl州ード1市民

以北>11火山脈一帯の山地l乙居tt:するタイ

ヤJレ族は総人口三万三千三百， その性限

枠無上じ， ガオガン， タロコ， サラマオな

どの勇名は今なほ吾人の耳采に業Ifなるも

のがある。艇を等ねて過ぎ行く地域はす

べてこのタイヤル族の占拠するところで

ある。過ぎ行く部落はいづれも同族であ

る関係上，風俗世討を同うし，一旦緩急

あれば結束忽ち呼応する性質の者どもの

みであった。

或日の乙と tjl火山脈を越えたあなた即

ち台中州下シカヤウ社の勢力者が山のこ

:なたに集同居性するピヤナン社の回目を

;訪ねて来た。親戚の間柄てあったので，

iピヤナン社州iは容の歓待をこれつとめ

たところが，共勢力行が同社してから俄

日 1ζ発病した。納まらなくなったのはシカ

迷信によって行動するタイヤル族の

聞にはをかしな慣習があり呪誼によっ

て怨を報じようとする。その際白ら法

を修する場合もあり忍女を招いて法を

行はせることもあるが特にまた 7 ハウ

キと呼ぷ妖術者を利用する事もある。

乙の者は全身赤色で一本脚のハウキと

いふ鳩l乙似た小鳥を飼養してゐるが，

これは一般人の眼には見えないものと

信じられてゐる。 7 ハウキもし人を呪

へば直にハウオ、を遣はしてた〉りをな

し， これを死l乙至らしめる。もしまた

マハウキが財物を得んと志せばハウキ

をして ζれを奪はせると信じられてゐ

る。よってタイヤノレのすべてがこれを

忌む事甚Tごしくハウネを飼育すると見

込をつけられた者の一家は全会こぞっ

てこれを襲殺する。このやうにして世

論がピヤナン社の両日を魔法使ひにし

てしまった。その後に来るものは何?

風前の煙火の如き一家の命を救ふもの

は官憲の手より他にはなかった。同じ運

命に泣く 7 ナウヤン社の者とボンボソ社

のオ?と併せて戸が濁水戸'rnr~~こ安1:t:の地を

与へられた。見ればliJ;i光を浴びた新たな

務l長から炊聞がなごやかになちのぼって

ゐる。魔法使ひの村!!まことおどぎの国

l乙~!\て米さうなエピソードである。
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信仰の首狩りオツトフの霊の命ずるまま

今漸く理蕃を大成

.l~JIIれ視しんだ答童を提へて世の中で何

が一番恐ろしいかと問うて見た。「オツ

トブは乙はいよ」と彼らは異口同音にい

ふ。ータイヤル魂の不滅を信じ，人は

死するもその霊は永くこのf止に留って祖

先の怒と共に絶えず子孫の行為を照覧す

るとなし，これを名づけて才ツトブとい

ふ。

入もし非望日刊言の行為あらば才ツトフ

は必ずこれに熟を下す。ま7こ恒をむかへ

禍を泣くるはすべてオツトフの加護によ

るものである。隣って処ill:の要訣は才ツ

トフの冥設を祈るにありと信じてゐる。

ところでその才ツ卜フには普J15の))IJが

ある。ピラック， 才ツトフは普良な祖先

の鋲であってよく子訴を擁えするが，ヤ

ツカイ， オツトプは姐先以外のJE読また

はjド命に繁れた才?の室長:およびピラック，

オツトブの併lJHlから排斥された彊であっ

てこの忠利1によって燥を受けた場令は十子

相11ビラック， ;jツトブの力をからざれば

災JC!:を免れ難いと信じてゐる。ピラック

オツトフの命は Ttj1 ii8Z，~こしてまた至上なり

とした各積の禁忌に律せちれてゐる。そ

の一般的のものは，

一，男子は機織，飼育，掃除その他婦女

子の業をなすべからず

一，男子は婦女の使用する器具に触るべ

からず

ー，祭，ji[.l"狩猟および出草r!1は腕c!乙触る

べからず

一， 火は~r- If' 乙れを断つべからず
一，祭，jil'， 拍~frlì_および収穫 IfJ は他社の仔

と交通すべからず

その古a 百狩を行うために設も瀕繁l乙出

草したのはタイヤル族で、あるが，か』る

随習が根祇深く彼らのij~D裏l乙巣食うてゐ

たのは一生の聞に一度誠首せざれば祖霊

オヅトフは不宵のすの髪叫が楽土に入る

のを許さないといふ宗教的信念l乙基いて

ゐたのである。即ち首狩lま租究の;立訓で

あって神聖無比，その成否はオツトブの

志が発露する最高の審判であると国く信

じてゐ7こ。そのJIE拠には出草は領土也の侵

略，財貨の掠奪などの意を主任く含まず，

単に人を殺してその百級をあぐれば足れ

りとしてゐたのであって，被害者の多く

は何等恩怨なき路傍の人で、あった。係争

をV¥Lせんとする時，嫌疑をf併き 'rl'::ヨドを雪
がんとする時，婦を妥る競争l乙打ち勝た

んとする時，悪疫の流行を防止せんとす

る時，不吉を未然にはらはんとする時，

白己の武勇を誇らんとするH寺，彼らはす

べて肖狩を行ひ，法かに第三云ij‘の首級を

挙げrJof.こるものとしてその罪判に服する

のが長き背よりの↑賢官であった。なほま

た男児十才に達すれば出平の班l乙加ヘ，

入閣を得7こる時を以て成年の例に入る資

格を認めるのがその例であった。迷信深

き恭氏のこととて，社内に流行病を生じ

たる時，或はまた卒魁.11害などによって

穀物の笑らざる時，かくの如きは，異種

族の侵入指導を不快とする担震のた』り

であると信じ， 才ツトフの怒を慰めんが

ためには具純旅を倣[守するに ~11かずとな

してWIイI引iUを襲撃する叫介も少くはな

かった。すべての係争は守:JまがWi戸、!して
やるぞ，tg平によって'tlを鮮政せんとす



る者は原被共に厳罰l乙処するぞと今は固

く申i度しである。

討伐また討伐 日本政府の恩威並び行

はれてゐる今日往時の兇蕃タイヤ Jレが警

官を慈父と仰いでなごやかな生活を送っ

てゐる。各駐在所l乙高く掲げられた理苦手

政策大綱に日く，

一，王堅苦手は蕃人を教化しその生活の安定

を計ーり一視同仁の聖徳l乙浴せしむるを
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以て目的とす

二，理苦手は蕃人lと対する五確なる理解と

蕃人の笑際生活を基礎としてその方策

を樹立すべし〔以下六攻略〕

愛すべき純民タイヤルも我らとの聞を

つなぐものは信と愛とである。今は彼等

を ~ri.Ù'鉄条網もない，銃を手にして我ち

をまもる武装警官の姿も見ぬ。鱒を尋ね

て我等はなごやかに行く。

鬼佐久間の霊農村化の蕃界に感慨や如何に

ボンボン山に想う

濁水駅で、森林鉄道を棄てた一行は雑束。

郡パヌン駐柏三所管内の右手社設に平年人の水

田耕作状況等を視察する機会を得Tこ。駐

在所を設置しである今日のパヌシ社とい

ふのはピヤナン鞍部に近い奥地に附居し

て果敢に官憲に祇抗したマナウヤン社の

総:員を移性せしめ，同族である旧パヌン

社務人十六戸と併せて官憲指導の F!乙建

造された二戸建蕃足i乙居性集団せしめで

ある部落で総戸数六十八戸，毎t乙他の ~rl

落には見ない便所の設備があり，話掃さ

れた地域l乙整然と並んでゐる。

表裏常なき兇蕃を山地l乙散ヂr:せしめ

では取締が徹底しないのみならず，児

童の教育，産業の指導その他に不便不

利が多いので奥蕃は平地に移住せしめ

美田を興えて生活の安定を計り首狩そ

の他の随習を勢除しようというのが理

審政策の大綱。森林鉄道のどの駅であ

ったかに「御山繁れば稲穂も金波」と

いふ椋而が柄げであったが，まこと老約

官、守若Tこる太平111ド湖水漢の水をりI~、て鍬
を入れたパタン干l:の水聞には主主くみのっ

た稲穂が黄金の波をあげてゐfご。口辺か

ち止干にかけて昔を偲ぶものすとい刺青を

施した和服姿の蕃婦が山では見たことも

なかったであらう粗相機械を動かして稲

を乙く，共傍を早くも三正月作の準備にい

そしむ若汗どもがホイホイと水牛に鞭打

って鋤牧を曳きまはしてゐfこ。警官が導

いて呉れた蕃屋のq-Iではアッパツパーを

斎Tこ年頃の娘が恥しさうに身を潜めてゐ

Tこ。

パヌン社前の甜7K漢の彼岸l乙連豆す

るけl々 の中で白雲を載いてゐるのはif
に名高いボンボン山てある。明治四十

三年，討蕃五ヶ年計画の案成って陣頭

に立った鬼件久聞に対して反抗の斧を

ふるったものはタイヤル族の中でも勇

名を諮はれたカゃ才ガン蕃であったが彼

のボンボン山は王師も可なりの苦戦を

嘗めたものであった。佐久間総督が剣

を按じて敵蕃をにらんでゐた総:司令部

の跡丸山支隊の勇ヂ1を永久lと物語る丸

1I1鉄総橋， lftk現諸勇 Lの忠魂f均等，当

時を会nれる筆lfにとっては，印、ひ出の稀

ならざるはない，永へに眠れる鬼性久

聞が今日寸ゴン示、ン ILJ頂に立って脚下に
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水牛ーをil1ふタイヤ Jレの姿を眺めたとし

たならばその感巣して如何。

或る瓦の夜であった。今は台橋の官界

l乙時めく Kといふ友が総督官邸の裏にあ

った筆者の官舎へやって来た，そしてア

4スクリームを造れと家内にせがんでゐ

Tこ。擁を廻すのは我輩がやるといってす

ぐさま着物をかなぐり棄て十二時近くに

なって大男のKが力まかせに撹拝するア

4スクリーム製造機の昔が森閑としてゐ

る官舎街に鳴り響いた。その翌日佐久間

総督の従卒がやって来た。そして真夜中

t乙大島の宅でカリカリ昔がするのは何ぢ

やと閣下が仰せられますと伝達した。

「アイスクリーム」でと返答をしたら「そ

の機械を見せえ」と申されるので製造機

を官邸に持参したら「なるほどこれか小

さくて重宝でえ h官邸のは宴会用のぢゃ

から大きくて一人前は造れん，暫く借り

て置くぞ」といはれて機械はまんまと捕

りょになった。老将の戦跡を親しく踏ん

でボンボン山に対した剃那鬼佐久間と呼

ばれた猛将の温容が突如として胸lと浮か

んで来Tこ。

、君が代、讃へて

教育所に伸びる蕃童たち

奥地で思はぬ感涙

乙〉はパヌン蕃童教育所の光景である

カランカランと鳴り響く鈴の音に，校庭

のそこ乙〉に遊んでゐTこいたいけな蕃童

が先生の官官に整然と立ち並んた。蕃童教

育所は四ク年で卒業する組織になってゐ

るが，隔年I乙生徒を募集してこ学級宛の

複式編成で進む場合が多いきうで，今回

前に整列した男女の児童も大きいのと小

さいのとこ組に分れてゐるゃうであった

「国旗をあげませう」先生の声に応じて

優等生と思はれるニ人の児童が歩調をと

りながら前へ進み出Tこ。男児はすべて紺

がすりの筒flll，女児は柚の長い和服に色

とりどりの兵児帯。「国旗掲揚!J先生

の号令ー下両名の蕃主主がたぐる綱が引き

しまるに連れて日の御旗がゆらゆらとあ

がって米た。竿長m乙刷制とひるがへる日

章旗を仰いた株主主の口から対が代が渇き

起る。やがてまた先生の号令でとt徒一同

は東山.した「皇居に向ひ故敬~'~!!J痔山に

繰る日の丸を仰いで何とは安11らず胸がせ

まって来た私は耽帽起立して国歌を令唱

すると共に，新附の民と共lと盗l乙皇居を

拝して無窮の聖恩を謝し奉った。と乙ろ

が「東京からお出になった先生に御挨拶

を致しませう，融ツ!!Jといふ号令が突

如として耳もとに鳴り響いた。ハット思

ったその瞬間可愛い瞳の多くが私を見つ

めて頭を丁寧に下げた。思ひがけない出

来事に感迫った私はツカッカと進んで先

生の手をとった。そして日本国のために

また無心の蕃童のために貴い職務に遭進

するやう灘閣の言葉をあびせかけに何

といはうか，現場に臨んだものでなけれ

ば感得し得ない一種の霊感に打たれなが

ら私は続いて行はれた児童の遊戯を見ま

もった。

東の山l乙

お日さま のぼって

みんなのはうへ

l乙乙l乙乙 お早う

す'::めが二三ぱ



おやねにならんで

お日さま むかへ

ちゅんちゅんちゅんちゅん

おltlう

輸になった幼童が先生のオルガンにあ

はせて踊る踊る，歌ふ歌ふ，澄んだよい

声，巧な手ぷり身ぶり，我らの子弟より

は遣にうまい。容税，心情， タイヤ Jレは

!我らのそれに酢fl)，、する。日本人の原種と

も思はる〉 ζの純なる民を善導せば卓越

した陛下の赤字・が確に生れ出ょう。感に

うたれた私は進んで教育所の教室をのぞ

いて見Tこ。黒板の隣l乙弐のやうなモット

ーを書きつけた紙がはつである。弐の乙

とを守りませう。

一，国訴を使ひませう

二，正直にしませう

三，仲良くしませう

阿，行儀良くしませう

li，元気よくやりませう
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訟は三立にて足る。忠良なる赤Tをつ

くるためにはこれでよいのである。学課

目l乙は修身，写手術，読方，綴方，話方，

書方，体操，唱歌，図画，農業(男)，

裁i官(女)があり，四年で終了する特定

の教科書を使用してゐる。蕃童教育所の

総数全島を通じて百七十四近時蕃人聞に

教育熱旺盛となり進んで子弟を就学させ

るやうになって米たので，国語も普及す

れば青年男女の文化も躍進して!とるとこ

ろを知らないやうな状態になってゐる。

肖狩がその跡を絶つやうになったのも教

益てある男女が活躍する時代が来たからで

ある。

月冴ゆる寒夜l乙炉を囲む

常夏の国の盛夏に炉を囲む

太平山頂の原生林

けふは原生林所在地へ一一一毒々しいほ

ど色の濃いくさぐさの花をもとめて見る

からに美しいツマベ、コテフが飛ぶ， ナガ

サキアグハキが舞ふ，熱帯の朗自民はあで

やかでよいナとあかずその飛期ぶりを眺

めてゐる日の前をコノハテフらしいめづ

らかな映がスイと飛ぷ。アレアレとその

行方を氾うて~;;を見上げた刺那峰一つ向
ふに発ゆる高いL11の嶺から深い谷を越え

てすぐ日の荷台にある木材発着所へと張り

Q 渡した架木式索道によって切り出された

大きな駒が11j主力で、落下して来る光社が

目に映った。

;71土昭和二年総経伐二ノゲ(-I五十円余

で梨J立された太平1[1第一のラングレ一

式内勤:r11綾軌;!-:j立で・径間ゴLOO米声iiJt

だ同00米その建材能力は一日平均三

十回の運転で三百二十石， J，道主主がモ

クモグとDJ'1をもたげてゐる準の山頂か

らE材が矢を射るやうに落ちて来る壮

観をあきれて眺めてゐTこ私の肩を叩い

た案内役の堀間投手がサー出かけませ

うと云ふ。そして「客車の用意はでき

たかツ」と部下を日七時する。目の前l乙

'上のブ'jt乙窓、があけてある長方形の箱が

引き ~H されたc そしてカAテヤンと云ふ

斤と共に以上のケ -7JレにN¥り下げら

れた。これが客車。

ま〉よ今L:Iは10と同格になって1甘ぷら

りんの符j度りをするかとj訓旬をきめに私

が先ず蚊初'Jtこかidj客車に i止を ~íli みかけ
る。ピリピリツと発事のI~f子が日1，1.'.;，;ると同
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時Iζ客車の底が地をはなれて我等は羽化

登仙する乙と〉なった。乙の架安索道は

四百メート Jレ即ち千三百二十尺を一気に

引き上げる。然もその所要時間僅に八分

あまり，山頂の樫木平にはふり出されて

よろめく足を踏みしめた折には耳がガー

ンと鳴ったが，か〉る索道を四個所l乙設

備して苦もなく高山地帯の伐木を行って

ゐる太平山は，如何に規模が雄大である

か Y窺はれよう。

樫木平からは山路が少し平坦になる

乙のやうな場所ではガソリン機関車に

よって牽引された運材車が山腹を縫う

てカタコト走る。が此処には山で働く

従業員の性宅が密集し小学校もあれば

郵便局もある。 f占T叉総;附造りの立派な

告林署倶楽部もある。

此あたりからは細い渓流が流れ出てゐ

るのでタイヤルは付近をコアン(水草原、〕

カラップ〔地名)と呼ぶ。そこまで到注

してJよると又一つの難問が我等を迎へて

ゐTこ。あへぎつかれたガ、ソリンカーがは

たとiトーまる。その前面は急峻な坂路で完

道を架するすべもないが， こ~!乙は叉傾

斜角十五度乃五四十度径間約五百五十米

といふものすごいインクラインが敷設し

であって，急転直下高さ二百二十七米の

高処から一日平均三百石のE材を台車に

積んで逆落しに落して来る。「乙れでまた

引き上げるのですか」と恐る恐る堀田さ

んの内意を伺って見たら，今度は手を横

lと振って「生命I乙別条のない荷物だけは

送りませう，やたが便乗御希望の方は一

寸乗って見られでも宜しいが」との御託

宜であったが，君子は危きに近よらずあ

へぎあへぎインクラインに沿うた直立同

然の急坂を登り出した。

乙〉は今回の行路中最も険難な場所

であったが，それから先は叉ガソリン

カーが走り出した。事業地の終点!t近

い栂尾に着したのが薄暮l乙近い頃であ

ったが， 乙の地は栴抜二一五O米，総

柑造りの湯槽lと浸り汗を洗ひ流した肌

を吹きまくる寒風に驚いて毛のシャツ

スウエーターを芳し，その上にどてら

をにはおって炭火がカンカンおこって

ゐる炉にうづくまる。

太平山l乙イヰミむ人々は蛇と見れば日の色

を変へて持iへ喰ふと云う。 i毒蛇はとて

もうまいですよ，蛇の1m焼の味は素敵で

すからナー」と堀閉さんが云ふ。それか

あらぬか太平山には蛇影も形もない。月

はさえて炉辺の物誌がはずんた。此夜の

気温摂氏十五度，気圧が低いためか飯は

半煮えで喉を逓らない。常夏の国で盛夏

火をか乙む異様な情緒，人之を窺ひ知る

や否や?
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