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蛮声高く寮歌若きタイヤ

ルが愛請の向陵調

八百年の巨木伐採

ヒノキ

扇柏や紅桧などの優良材が材採し尽さ

れて山肌もあらはになり波状をなして起

伏せる美はしい草原にとりかこまれた海

抜 2，318メートルの高地ムルロアフは台

湾10勝のlに数へられている勝地である，

西に向へば昇風を連らねたように南北に

走っている説峨たる連峰が自に映っる。

その左端に馬背のま口く突起しているのが

海抜 3，931メートル本邦第 2の駿峰次高

山である。長く北に伸びた屋根のその後

方に天狗の鼻のような山頂を現している

のが海抜 3，573メートルの大覇尖山であ

る。この山塊と東南の方の

一一一一一一一一〈 出している南湖犬
山蔭から顔を
f 一一一一一一)ー山〔海抜 3，797メ

ートノレ〉との聞に富士山に似た山がのぞ

いている。

雪を戴くと妙な姿になる白姑大山

(海抜 3，306)がそれであるが，北して

も南しでも亦西しても限に映ずる一万

尺以上の秀峰の数々，それ等が雲に包

まれてはまた雰れわたる奇しき山容の

変化，一段と高い丘の上に建てられた

ムノレロアフ匙在所の後庭に立った私は

大自然の偉容をあかず眺めた。やがて

堀田さんが「伐木の用意ができまし

た。」と云ってかなたに見える針葉樹の

原生林を指さした。引き連れたシヨロ

ンセツ及びポーセクマライと云うタィ!

ヤノレの二青年がとぎすました蕃刀をひ 1

らめかしひらめかし道に横たはる荊東京

を切り開く。森の茂みに踏み込んだ

時「あの大きな扇柏を切り倒すのです

よ」といって堀田さんが前面の木立を

指さした見れば 2人の樵夫が樹齢800

年と推定された老桧の根元に早くも鋸

を入れていた。原生林の中にゴシゴシ

ゴシという鋸の音が異様に鳴り響く。

暫くすると「左さか山に行くぞツ ?J

と云ふ樵夫の裂自のような叫びが全山

に鳴り響いた。

左方に向ってさかさに倒れるぞと云

うことを付近で伐木作業を行っている

同業に知らせる声で愈々倒れるまでに

このような叫びを 3度発して危険防止

の警告を発するのです。 と堀田さん

は説明して呉れたが成程ここでも鋭いシ

ユリノレが 3度あげられた。そして最後の

「愈々行くぞツ!! Jという声が長く 61か

れて

一~一一一一v 一一一 うちに高さ36メー
余音端々たる
一一一一一一一一ハ トノレ胸高直径 140

センチという巨幹がアツという聞にメリ

メリパサツと物すごい音を立てて真に左

さか山に倒れ伏した。?由がジワジワと湧



き出る切株を検した堀田さんが「これは

近年稀に見る良材だ時価約 800円」と宣

言して会心の笑を洩らしていた。

太平山の見学は了へた。さらば彼の

ピヤナン鞍部を越えて次高山の麓へと

将にコースを転換せんとしていた時，

森をかいくぐる私の背後でなつかしい

向陵の寮歌「鳴呼玉杯に花受けて」を

口笛で吹きならすものがあるのに驚か

された。覚えず振りかへって見ると蓬

に雲に隠見する次高山を眺めて興が湧

いたのか彼シヨロンセツ君が口を尖ら

せて口ずさんでいるのである。

九一日一一一一一ァ陶酔するまで愛好
全タ 4ヤJレ刀、

しているのは「鳴

呼玉杯」の曲であると云う。

披等のために作られた修養団の歌

タ静けき森の中

月光木の間洩る処

雲流れゆく饗明の

光に大気澄む処

自然の霊気身にうけて

われ人生を思ふ哉

と云う歌調にその曲を附して全タイヤル

に歌はせているとのことであるが作曲者

楠正一君若し霊あって蛮山に鳴り響く「

鳴呼玉杯」のメロデイーを耳にしたるな

らば如何なる感を起すであろう。

一一一一一一~一ーを愛好するタイヤ
鳴呼玉杯の曲

「一一~一一一一vールは叉デカンシヨ

節も気にいるだろうと思った私はシカヤ

l ウ社の娘共が歌を教へてとせがんだ折に

1. シカヤウょいとこ スキランの流

清きみなせに鱒躍る

i 2. シカヤウょいとこ 次高おろし胸

I のなゃみを吹き払う

tという歌詞を与へたら，とてもよい曲だ

二百工

と讃歎してすぐさまデカンシヨデカンシ

ヨとやり出した。蕃社に残した一高みや

げ思い起すとおのづからほほえまれる。

われ世に勝てり

正しくヤマメ

深い高原の夕陽に耀る鋲鱗

大甲渓水源に凱歌

大平山事業地から辿り辿り愈我等は約

20丁の急坂をピヤナン鞍部に向って肇ぢ

登り，一歩を中央山脈の西側に踏み入れ

た。その際の景観の急変はどうしたもの

であろう。昼なお暗き潤葉樹林をわけて

何気なく鞍部(1，924メートル)に顔を出

したその眼前に展開して我等を迎へてく

れたのは緑の草に包まれた美はしい丘が

起伏するパノラマのような高原だった。

が楓と吹き払へば
ー障の涼風

一一一一一一一一一すがすがしい若草

が波をあげてなびくピヤナン鞍部駐在所

の後方にほの見ゆる暗い谷聞から，た

けなす草を押しわけてチヨロチヨロ水

が流れ出る。それが唯一の激流大甲渓

の水源だと聞かされてあいた口がふさ

がらなかった。駐在所の岸良巡査が「こ

のあたりに鱒がいくらでもいますよ。

もぢりがかけてあるから一走り見て来

ましょう」といってゆるく流れるせせ

らぎにおり立った。帯渓と音をたてる

その水の、清くして冷やかなこと，寒暖

計を入れて見ると水温正に摂氏14度 9，

これならば鱒がL、てもよい温度であっ

た。ここに仕掛けてあるもぢわすなは

ち蕃名スグジヨといふ漁具の一端に岸良

巡査の手が掛る砲弾型の竹龍が水を離れ
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方の底の

閑
…
そ

た

で魚が;はねまわ

る，懸軍長駆たづ

ね求めた敵にここでお目にかかるのかと

思うと胸がおのづと高鳴って来たο スグ

ジヨの口があいてさしのベた私の手の上

で溌京11と躍ったものは意外!!ヤマメだ!!

ヤマメだ!!。

体側に鮮かな大きな楕円形の黒斑があ

り，散在する斑点がすべて黒い，北海道

の佳魚ヤマベ即ち関東東北方面の山深き

渓流に棲息するヤマメが折からの夕陽に

銀鱗を輝かしているではないか。

実をいへば，私は大甲渓の鱒と呼ば

れているものは，九州四国方面の渓流

に棲息するエノハ即ち関西方面でアマ

ゴと称へられているものではないかと

考へていた。このものはヤマメに酷似

するが体側に鮮な朱点がある。ここで

一寸説明を加へて置くがヤマメもアマ

ゴも鱒の幼魚と見倣すべきものであっ

て，ヤマメが海に出て十分に生長した

ものが北海道の桜鱒であれアマゴが

十分に生長して親となったものが琵琶

湖のアメノウヲ即ち琵琶鱒である。但

し河口の水温が高過ぎて海に降ること

ができなくなったような場所ではそれ

らが

Y;iJ魚のまま成熟産

卵するようにな
陸封され て

るO この種のものは親には相違ないが

栄養不良の結果，鱒の形をとることが

できずにいるのである。

地図を按じて大甲渓の鱒の由来を考へ

て見るO アマゴ即ちユノハが広く南日本

に分布している点から推論して見ると，

日本全土が氷河に包まれて北地の巨象マ

一…こ ろ剥がJ
南に進出して台湾方面にのび，そのころ j

海を自由に泳いでいたアマゴの親なる鱒 j

が台湾の河川に湖上する機会を得ていた

のではあるまいか。これは誰しもの頭に

浮ぶ第ーの考へであろうが，それにして

は台湾北部の大甲渓に限って鱒がし、るこ

とが不思議でもあり，黒潮が勢い激しく

流れている水域に鮭，鱒を送る

一一一~一一一一ーを想像することが
寒流の南下

…一一一一一ーまた不合理にも思

はれる O 首肯し兼ねた私は再三再四大甲

渓の鱒に朱点があるかと尋ねて見た。そ

れを捕へてたべたという他の道の科学者

は口を揃へて「立派な朱点、がある O あれ

はアマゴに相違ないですよ」という。そ

れでも私の頭脳の中には「ノー」とし、う

ささやきが聞えて来る。かかるが故に山

深く乗り込んだのだ。来て見れば北海の

桜鱒の血を51し、たヤマメがし、る。この限

で見た事ほど確なものはないと思う。

射尽される鰭

弓矢と共に育つ蕃童たち

百発百 中神技の漁

山の根拠地ときめた海抜 1，751メート

ルの平岩山に向ってピヤナン鞍部を進発

した。その距離約18キロメートル，道は

次高山塊と中央山脈との間に挟まった美

しい高原地帯を貫いて静かに流れ行くカ

ワナウ渓の左岸に沿ひ霊峰次高山や桃山

の頂を仰ぎながら曲折する緩匂配の下り

道であるO かてて加へて山は緑に水は滑

らかな絵にもして見まほしきその景観，

1 :本の栂の大樹が高く釜えている低い丘



の上に赤い五の西洋館でも顔を出してい

…一一…ー~…たら山村とも思へ
瑞酉あたりの

ょう。流れに煽ん

だ後庭に枝もたわわにうれた水蜜桃がな

り下っていた有勝在所のあたりは下流の

深みで肥大して鱒となった尺余の親魚が

秋深くなれば産卵のため棚上して来ると

水は海抜 3，000メートル以上の高峰

にかこまれた奥地の高原を流れ流れて

次高山に発するスカイラン渓や氷河の

遺跡があるので有名な南湖大山に発す

るカウルワン渓などの清到な水を併

せ，サラマオ附近より俄に急淵となっ

て一路西に向うて奔騰する。水は滑く

して冷やかに，河床平らかにして流れ

緩な以上の諸川に長く探り求めた鱒が

穣刺として躍っている。

何故に大甲渓の上流のみに鱒がし、る?

それは他に類例を見ない好適な地学的条

件が兼ね具はっているからである。鮭，

鱒は氷河時代に先だっ第 3紀のころにそ

の姿を現した魚族である。第 4紀の末の

方次高山も南湖大山もその山嶺は氷河で

覆はれていたほど台湾は寒い場所であ

ったとし、う。今もなほ大甲渓の河口近く

を洗っている寒流は，そのころは勢い更

に劇しく台湾海峡から殺到していたこと

であろう。

一一一一一一一一一 あればこそその冷
北海の桜舗で

たし、潮に乗って北

からここへたどりつくことができたので

あろう。してみれば氷河の流れていたこ

ろ台湾と支那大陸との縁は早くも絶たれ

ていたのではあるまいか。おぼろげに解

き得るかの如く思はるる学界の謎，結局

~ lt夢見る人のよまひごとであるやも測ら

戸
町
，
，

ー

れぬ。

それは兎に角秋風おとづれて産卵期

ともなれば下流の深測に潜んでいた大

きな親魚が産卵床求めて浅瀬にやって

来る。水の国から窺はれる色錆た黒い

大きな魚影，岩頭に立ってねらいすま

したタイヤルの矢が勢い鋭くヒヤウと

飛ぶ。その枝は真に百発百中，強需を

離れた手練の矢は魚体のただ中をグサ

と刺す。かくて卵を抱く親魚の多数が

次代に子孫を残し得ずして空しく消え

て行く。

技神に入るとでもいおうか，タイヤル

の弓技は驚歎に値する。銃器を押収され

た後の唯一の武器だけに，幼きころから

錬磨される其業のあざやかさ，斜面に南

瓜の如きを投げ上げ，その落下し来るの

をねらいすましてハタと射る。多くの射

手がねらいすました矢のすべてがグサと

一つの南瓜につき刺さって

一~一一一(一一一一 ような姿になる，
標的は針鼠の

その妙技には誰し

もが舌をまく。

他になほ蕃童が巧な武技としては石

技げがある。これまた百発百中，空飛

ぶ鳥もその一撃によって落される。今

夏甲子園の人気を背負って立った嘉義

農林の鉄腕投手，彼こそは故山におい

て石投げの神技を磨いたその猛者の一

人であったと知るや知らずや。

余談はさておき大甲渓のみなかみに躍

る鱒とその稚魚ヤマメとに与ふる良き名

もがなと思ふて次高鱒と次高ヤマメなる

嘉き名を得た。畏くも聖上陛下の御命名

あらせられた次高山より流れ出づる渓流

に珍らかな鱒が多産する。学術振興の思

召をもって賜はったその資によってかし



ー16-

まだちした私は芽出度き次高の名をこの

うろくづに冠して無窮の皐思を謝し奉り

たし、と J思う。

狩に逸る血気

本然の姿!鹿の血畷る形相

蕃社はお祭り騒ぎ

ブルトツクでもないシェフアードでも

ないと頭をひねった犬好きが蕃犬をとり

寄せて飼育した。夜ふけてその家の門を

叩し、た郵便罰達夫の芦を聞くなり飛び出

したその犬が，ゃにわに配達夫の喉笛に

噛みついてその男を即死させた。一ーと

いう話がある。常に野獣の喉笛に喰い下

がるように訓練してある狩猛な蕃犬は我

らにとって恐ろしいものの一つであっ

た。

朝まだきその蕃犬の多数が奇妙な声を

出して吠えるざわめきに和して力強く土

を踏むタイヤルの足音や笑い芦が鳴り響

く。まどかな夢を結んだ桧御般の雨戸を

くって見たら

一一一一一一んー~ーが犬を曳き弓矢を
屈強の若者共

一一~一一一一一ーかたげ平岩山駐在

所の前庭に押し合いへし合いしている光

景が自に映った。まこと今日は我らのた

めに狩猟の実況を見せて呉れるその日で

あった。

思いがけない銃器の貸与を受けて大

びらな山狩，飯より好きな山中の行事

をやれとの官の命に，蕃社を挙げて狂

喜乱舞しているのも無理からぬことで

あった。銃 1挺について弾丸 3発づつ

を与へられた若者共が愛児にめぐり遇

うたような面もち。やがて一同隊伍を

整へて駐在所を出たが芦を暖らして叱

略する頭目の作戦命令を受け三々伍々

所定の部署について山の繁みに姿をか

き消した。

狩猟を以て勇壮にして最も男性的な行

事として貴ぶ。よって男子生れて 6，7 

才に達すれば

一一一一一一~ー}射術を習はせ，的
弓矢を与えて

一一一一一一一一の距離を次第に遠

ざけて其技を練るO 技が熟すれば進んで

樹上の禽鳥を射らせ，かくて10才以上に

達すれば父兄に従って山野に猟するよう

になるが，狩猟は戦闘及び首狩と同じ行

事とし堅く古来の社憲を守り，一家に不

祥または不浄あれば出猟せず，出発の際

には占によりて吉凶を判じ，途上不吉に

遭過すればオツトフの加護なしと信じて

直に引返す。

この日のシカヤウ社はやがて凱歌をあ

げて帰り来そ若者どものために備えるの

であろう，そこここに粟餅をつく杵の音

がする。粟酒の用意をする蕃女もある。

ふと私の眼に触れたのは家の周りや畠に

かけてある奇妙な形の陥穿であるO

、一一~一一一一~一、見たら「ランガイ
蕃童に尋ねて

一一一一九一~一、一、 カウりチ(鼠落し)

だJと答へ「カウリチはうまいよ」とつ

け足した。捕へた鼠の頭から太い串を刺

し炉辺に立て，ジワジワとあぶる。塩焼

は中々うまいですなと警官の一人がし、っ

ていた。

日が早や山蔭に傾いた頃かなたの峰

から蕃歌に賑ふざはめきが聞えて来

る。帰って来た!!。二人の若者の背負

袋の中から蓋仔と呼ばれる小鹿の体が

はみ出しているのが目についた。獲物

は 2頭だ!!。社の入口近く円陣を造つ



開帆. 

式こ狩猟隊は磨ぎすました蕃刀をひらめか

Lて角の前後をたたき切って

『一一一一一一一一一打ちあけ'た。手を
頭蓋をバツと

へ一、一~一一一一日~ 入れて51き出した

脳味噌が恭しく捧げられるや，子に受け

た頭目が眼を細くしてそれをパクりとの

み込んだ。鋭利な小万を携へたものが一

気に腹をさし左右に立った壮丁が屍体

に足をかけ，力の限り皮を引きめくる。

第一弾を打ち込んだ当日の殊勲者がその

皮を頂戴して引下がる。幾つもの蕃万が

ひらめいて五体はバラバラになる。臓蹄

をねぶる。流れ出る血潮を手で掬うて飲

ts。血で色どられて物すごい形相になっ

た蕃人タイヤル，ここに初めて彼等の真

の姿が現れたのである。

東京のデパート

娘たもの幻影

踊るは東京音頭声の美しさ

惜別の涙もいとし

平岩山に宿ったその夜縁に出て憩う我

らの姿が珍しくもあったのか，入れかわ

り立ちかわり蕃童達がのぞく，その中に

混って派手な浴衣に帯をキリリと結んだ

みめかたち美はしい年頃の娘が幾人も顔

を出す。どう見ても日本娘だと首をかし

げている私の顔を見まもった巡査部長

が，あれは

皆タイヤルで
すとし、う。なるほ

ど暫くして月が東
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ヤツサハイノ リントサツト

島は蓬莱宝島

島はサンサ蓬莱宝島

「ヨイシヨ林投林投は

風吹きや危びく

風はお国のハヤンセ

こちの風

とし、う林投節やら，我等の耳に聞きなれ

た東京音頭などであった。声が真に銀鈴

を振るが如くである。日本の娘としか受

とれないタイヤノレの歌謡に覚えず聞きほ

れた。農耕の民とするのが得策であると

の見解の下に理蕃当局は彼等が日本化す

ることを極力奨励しているタイヤル娘が

触接する日本婦人は警官の妻女より他に

はないのである。従って

山一一〈一一〈一一一胸高にしめるのが
長い袖に帯を
九一一v一一一一一』和装であると思

う。なiままた近ごろは教育が進んだ結果

彼等は新聞も見れば雑誌も読む。

かくして頭に映ずる幻影は清酒たる

洋装や振袖姿そのものになって来た。

白足袋に草履をはきたくなる。滞泊数

日親しくなった娘共に東京へ帰ったら

何を送ってやろうと尋ねたら三越のス

カートを呉れといって私を少からず驚

かした。スカートとは簡単服のことら

しかったが東京の三越にあこがれてい

る点がし、ぢらしくもあり，またをかし

くもある。娘共は蛮服は恥かしいから

着たくないとし、ぅ。そして柚の長い派

手な浴衣を着て畑をしきりに耕してい

る。

の山に昇ったら彼等は円くなって踊り出 婦女子が和装にあこがれている一方男

した。時には哀調を帯びた蕃歌も聞えた 子はまたカーキ色の洋跨に捲きゲートル

が ゴム底の足袋にシャツ，帽子という服装

ここは常夏ヨウ 南の海よ に日を注いでいる。 i金を貯へて何を買
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う?Jと道しるべの青年に尋ねたら

一七一一一一一一と即答したのでも
文ホンと足寝

その動向がわかる

と思う。

平岩山滞在中何くれとなく我等の世話

をしてくれた蛮語の巧な警官があった。

沢井藤内という眉目秀麗な青年であった

が，それがまたタイヤルであり内地婦人

とばかり思い込んでいた妻女がまたタイ

ヤルだと聞かされてまことにおどろい

た。沢井君は蛮名ラワエ・タウナイ，蕃童

教育所卒業後東勢街の小学 4年に入り，

州立農林学校を卒業して巡査を拝命した

のである。妻女はシカヤウ社の勢力者ピ

リン・ピータイの長女マホ γ ・ピリンで

今は沢井美江と名乗っている。両人の結

婚式は純日本式で行はれ，新郎新婦には

総督府から紋服が送られ，付近蕃社の総

員を招いて三々九度の様を見せたとい

う。

首尾よく仕事が終った我等が平岩山に

別れを告げた際，重い荷物を軽々と背負

うて10数塁の山路を送って来たのは

一一一一一一一一娘共であった。 17
シカヤウ社の

，8の若い娘が 2人

分のりユツクサックを負うて平気で、やっ

て来る，笑い興ずる声にまじって「シカ

ヤウょいとこ」と教へてやったデカンシ

ヨが反響する，懸軍長駆。電燈のともる

明治温泉に着して彼等の労をねぎらった

時，左様ならとお辞儀をした娘共の眼に

は涙の露が宿っていた。可愛き者よ，汝

等のためにいざ三越に出かけよう。(完)

(白書白一五)
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佐渡内水面の動物相 大島E精
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