
古議ケラ方シズヒ
藤滋務総額躍

小さな宗谷が日の御旗をはためかせ

ながら親善の航跡を残して来た南阿の

海から，五千万年前に姿をかき抗した

といわれている国鱗荒1シーラカンスの

一程が， -f?ながらの魁偉な姿を突如と

して現わし，手をのべた人をグツとに

らんで恐ろしい商をむき出したという

ビッグニユースが全世:界をゆり動かし

たのは1938年も将に終りを告げんとす

る頃であった。

その頃の南同連邦の文化の水準は至

って低く，図書除博牧館などの施設は

殆んど零に等しい有様で，イースト・

ロンドン市立の博牧館ですらその経営

費年額僅に700磁で，館員の殆ど凡てが

バートタイムの兼職者ばかり，そして

目ぼしい資料は凡て本国の大英博牧館

へ送付するとし、う方針の下に運営され

ていた。そこえ専任の館員が 1名西日置

されることになって MissM， COllrtell-

eY -Latin:erという若い婦人が任に就

いた。館務の凡ての責任を一身に負う

て立ったラテイマー嬢は熱意を以てこ

の小博物館の経営に当り，先づ第一に

地方民が興味を惹く陳列品の展示を志

し，数多い釣天狗共を喜ばすために珍

らしい魚類を陳列する案を立ててぬ業

会社と連絡をとった。

1938年12月22白の朝早く，魚市場か

らの電話のベルがけたたましく鳴って

トロー船が巨大怪魚を漁産して帰港し

たことを報じて来た。取るものもとり

総務藷務総琴線ヲ

南町の主柑マーラシ博士
大島正満
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あえず駈けつけたラテイマー嬢の目に

とまったのは鮫や様々な底魚に伍して

甲板に横たわっていた見るからに恐ろ

しい姿の大とかげのような奇魚、で，体

長 5呪，体主127封度，全身蒼黒色で堅

い犬きな鱗で包まれ，上下両顎には恐

ろしい牙のような歯が列生していた。

一見肺魚のようでもあるが漁夫逮は

かような怪魚は見るのが初めてだとい

う時は盛夏の候で漁獲物は早くも腐臭

を発していた。博物対に搬入しては見

たが処置のしょうがなくて怪魚はすぐ、

に剥製者の手に渡された。素人の悲し

さに貧弱な文献をたよりにこの怪魚、の

身許を洗つては見たがラテイマー嬢に

はその名がてんで、わからなかった。そ

こで簡単なスケッチを添え，当時田舎

の別荘に滞在中であった南阿唯一の魚

学者ジエー，エルピー・スミス博士宛

に害を認めて鑑定を乞うたが，一日そ

のスケッチをかいまみた博士はこれは

思いもよらぬ古代の魚族だと直感して

樗然とした。そしてこれは東アフリカ

の沼、岸で1玄米だ嘗って姿を現わしたこ

とのない奇魚だと考え，

「全身堅甲の如き硬j鱗で包まれてい

ます，そして胸鰭と腹鰭とは的i暢の

手足のようで末端まで堅い鱗で覆わ

れしています。且つまた第一背鰭の東京

条は白い微細な株になっています」

とヲテイマー嬢が手記して特に朱線

を51l、た条項と図に示された不思議な
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尾鰭の形とをヂツと見入っていたが，

「ヤツこれは化石に現われる遠い背の

原始的魚類らしいが，それが活きて南

阿の海に姿を現わしたものらしい。ま

こととは思えぬが，然し現実はノーと

答える。さてどうしたことなのだろう」

と博土は狐につままれたような顔を

して立ち上がった。その様を見まもっ

ていた夫人と母堂とが，何か凶報では

ないのですかと駈けよって来たが， 1" 

これが驚かす9にいられるか，この書信

をごらん」と差し出されたミス・ヲテ

るが，内臓諸器官の重要性を知らぬ

剥製師は皮を剥し、で他の凡てを棄て

てしまったかも知れぬ。それで、なく

ても今は夏の盛りで凡てが腐る。こ

れはいかぬ」

と博土は早速郵便局へ駈けつけ

「骨階並びに棋は研究上最も必要な

り，保存せよ」

とラテイマー嬢宛打電し「未だ確信は

ないがスケッチに示された奇魚、は既に

絶滅したと信じられているシーラカソ

スの一律で，学界に一大旋風を捲き起

イマーの手紙と魚のスケッチに日を通 す責主l日らしい大切に保存されたし」

して見た両人は「マア'マア'どうした と追っかけ手紙で申送った。当時スミ

ことでしょう」と日をつぶらにした。 ス t~ゐ土がクリスマス休暇を過していた

その叫びに 5千欝機笠通幽幽艦長似 J:S ~j/ザJ …コぶ のはイースト，

万年前の夢から長説明・監ミ プ7ぞ勺ノ沙4 ロンドンから

呼びさまされて ;:aE司 _ d態勢九円一350円隔てた
現世に舞い戻つ酒・私晶、a艶週.: ~噂秘法調砕講義静/ 交通不便な田舎

た博士は， I予 は湖底ト竺蜜 リ ル ~ 片 山μ 十よ で電話連絡も容

気が狂ったのでふで鱗溜議饗よ ふが叫〆 認易でなかった
張主 婦緩器開割問堅議縄翻聡量点ょ 必ぶ d恥品 s・A<;，，4訟

は ないよ，化石闘騒高麟警護 Z44uJグ品 殺し，郵便ですら

でしか姿が見ら際議線鶴輔融機蓄量 刑戸市貯げ5 6日を要する僻
れ ない遠い背の機綱審議 羅 ~~ i: 遠の地であっ

駅事総主義帯秘議灘概略語符務理臨

魚が活きて姿を シーラカンスの発見者ラテイマー嬢と たo 従ってスミ
現わしたのだ。 スミス博士に送った書筒の一部 ス博士の焦燥は

然し予の常識は芥とささやく一刻も早 誓うるにものがなかったが，博土は元

くこの日で実物を見届けなくては」と 来化石舟、の専門学者でなかったので，

仕事にかけてはいつも慎主な博士が興 突如姿を現わした稀魚、が古代の総鰭類

奮の極に遣していた。その時ラテイマ に寓するシーラカソス氏、elaeallt:，) 

ー嬢の手紙を取り上げて読み直してい らしいと漠然と考えられたが，それに

た夫人が「あなた今日は何日だと思い は白信が無かった上に， 5千万年前絶

ます 1月3日ですよ。発信日は12月23 減にしたと信ぜられているものが今日

日となっていますから既に11日を経過 日の前に姿を現わそうとは到底信じら

しています。世界の貴宜品となるべき

その稀魚、がその後どうなったことやら

，早く手を打つのが先決問題ですよ」

と博士に呼びかけた。

「そうだ，現品は剥製にやったとあ

れなかった。

その際ふと思い出したのはケープタ

ウンの博物館に大英博物館刊行の化石

魚目録が備えつけられてあることであ

った。そこで早速その借用方を申し出



て避暑先え取りょせラテイマーの資料

と照合して見たが，シーラカンス(中

空という義で脊椎骨未完成を現わす)

に非ざればそれに近似したものという

ことは疑を容れる余地が無った。然し

かかる巨魚、が南阿の沿海で 5千万年も

活きていたとしたならば人の日につか

ね筈が無いのに今日までイロ1の記録もな

L、。
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ところが数日を経て到着した返書に

「体内に骨酪は見当りませんでし

た。脊柱は白くて柔軟な軟骨質のも

ので頭部から尾端まで‘背中線に治う

て縦走していましたが，横断面の直

径約 1吋で内部には油脂が充満し，

切断国から泊滴が滴下していまし
マ h

I~O 

筋肉は柔軟で粘土状，胃は空虚，
して見れば会

々姿を現わした

ものの故郷は未

7t人智の及ばざ

る水域で，海流

異変によってそ

のー尾がイース

ト・ロンドン沖

p，宅E鱗10 事lOO 続EWAf宅総 体重127封度，
事寺EC若手級事事蕊対1I 酷暑の侯なの

で、剥製を急い

でし、ます。

に押し流されて

来たのかも知れ

ぬと思案に暮れ

ていた。その際

差し迫った公用

のため博土はイ

ースト・ロンド

ンに足を運ぶこ

とができなかっ

たので，おJぎ取

った奇魚の皮と

骨賂内臓一切を

防腐して博土の

手許へ送附する

1∞封度の賞金をかけ英，葡，イム語で認めたシー
ラカンス採梱に関する公告。中央図はラテイメリ

鶴間には繊

細な椋が列生

していました

が，内臓と共

に廃棄しまし

た。体鱗は堅

甲状で皮膚に

陥入していま

したが，頭骨

だけは除去せ

ずに口を開い

た形で、剥製さ

せました。内

臓その他を保

存して先生の

指示を待ちま

したカ;， 3日

待っても貴答ア，チヤノレムネー

ょうラテイマー践に書き送り，稀魚

発見の名誉を顕彰するために試案では

あるが， ラテイメリア (LatIIreria) 

という新属を創設し，チヤルムナ (Ch

旬IUlllna)紳40尋の水域で、漁獲された

ことを記念するため種名を

Chaluillnaeとなし LatiILeria Chalrnu 

ae Srnitnという学名を与えるという

ことを書き添えた。

が無く，腐敗し始めましたので余義

なく廃棄しました」。

とあり，結極スミス博士がその実体を

目撃してシーラカンスに相違なしと大

鼓判を押した 5千万年の稀魚、は，硬鱗

で包まれた皮のみをとどめた剥製品と

なり，様々な興味ある科学的資料を提

供すベかりし内部構造は間から闇へ葬

り去られてしまった。
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1938年の終りに南阿イースト・ロン

ドンの沖で活けるシーラカンスが発見

されたことは全世界を驚倒させた語り

草であったが，学界の凡てが知らんと

欲したのは，今尚この原始魚が生を托

して増殖しつつある安住の水域は何処

なのか， ラ千万年前の姿そのままの稀

有の内部構造とその生態習性はどんな

なのが，生牧学上から見て最も興味の

深い問題の集積であったが，第 2のシ

ーラカンスを批産してかかる問題の解

決に突進せねばならぬ責任を負わされ

たスミス博士も祖国の為にはベンを棄

てて剣を執らねばならぬ第 2次世界大

戦の波にまき込まれた。その間人智を

増すための貴き仕事は凡て担止せら

れ，シーラカンスの影もうすれてしま

ったが，戦終って平和の世となるや特

に南阿に於ては世界の話題となってい

るシーラカンスのみならず，探査の手

が届いていないモザンピック水道の海

洋資源を探査する大規模の探険に着手

せよとの声が高くなり，戦後グレアム

ズタウン大学教授の任にあったスミス

博土は東アフリカから印度洋西部に至

る広い水域の魚類を徹底的に調査する

調査団を率いて出動した。そしてその

序に賞金 100封度をかけてシーラカン

スを求むる英仏葡三ヶ国語で認めたラ

テイメリアの図入りのピヲ数千万を用

意して津々浦々に回付し，以て東アフ

リカ全治岸の注意を喚起した。

潮流の関係並びに海底地形などから

考察して，南の方イースト・ロンドン

沖に現われたシーラカンスの出発点は

マダガスカルとアフリカ大陸との間に

点在する仏領コモロ諸島らしいとスミ

ス博士の第 6感が暗示していたところ

えアフリカとコモロとの聞をスクーナ

ーで往復して海産物の商売をしていた

ハントという男が現われた。スミス博

士夫妻のシーラカンスに関する説話に

茸を傾けていたハンスは「宜しい，そ

の広告ピラをコモロへ持参しましょ

う。そして士民の注意を喚起して私も

稀魚捕獲の一役を買いましょう」と申

L出た。

万事を彼に托し，業を終った調査団

が帰路に就てダーパンに寄港したのは

1952年12月24日のことであったが，船

が接岸すると同時に一通の至急電報が

スミス博士の懐に舞い込んだ。

120日体長5択のシーラカンス潟獲，

フォルマリン注射，返，ザウジにて，

ノ、ント」

とある「ザウジとは何処だろう。つい

ぞ聞かない地名だがJと船の士官に問

いかけても，さてと首をかしけるばか

り，そのうちに若土い官の一人が海図

室から飛んで出て来て「ゴモロの小島

パマンチーの一角ですよ」と教えて呉

れた。熱帯の小島。冷凍設備は勿論無

い上にフォルマリンも充分ではなか

ろう。その悪条件の場処で体長 5択の

巨魚，それに漁獲してから 4日たって

いる。腐る腐る，どうしたものかと 14
年を経過して再び待望のシーラカンス

にめぐり逢うかも知れぬスミス博士の

困惑と焦燥とは筆紙に尽せぬ状態であ

った。宝を失つてはならぬ，ザウジえ

ザウジへと心はあせってもこの場合は

空をかけるより他に手段はない，とい

って民問機を特発させる資力は無い。

道は只一つ，軍用機の出動を乞うのみ

と博士は考えたが降誕節を控えてあら

ゆる機関が停止し何とも手の打ちょう

が無い， 1科学に理解の深かった前の

首相スマツツ元師が在職であったら直

ちに援助の手をのべるになア」とささ

やく者が現われたが博士は毅然として



反撃していう「無用!!無用!!今日と

同じような場合，彼は白分を引見しよ

うともしなかった」と何事か知らねど

前首相を非難する語勢があまりにも

激しかったので‘周囲の人々は驚きの浪

を見はって沈黙してしまった。後に判

明したが，遠くアフリカ西海岸の魚類

採集に出動していたスミス博士が，機

を逸しては見す見す宝の山ともいうべ

き魚群を逃がす事態に遭遇して軍用機

の出動を懇願に出かけた際に，折から

来訪の米人を接待中であった首相は，

平素科学の擁護を旗じるしとしている

その声明を裏切って，来客中の強訴は

けしからぬと博士に玄関払ひを喰わせ

た。博士が多年心血を注いだ大冊「南

阿の;魚類」に出版者はスマツツ元師の

序文を得て光彩を添える積りであっ

たが，そのことのあった際とて心にも

い科学礼讃を口にする政治家は汚らわ

じいとてスミス博士は敢然白著にスマ

ツツ首相が介入することを拒絶した。

真賛な白国の科学者逮を圧迫して徒

らに外人に据びる為政者は自ら墓穴を

掘って国民の信を失うのは当然であ

る。廻り来った次期の選挙にさしも強

力であった軍閥スマツツ元師一派は惨

敗を喫して民主々義に活くる高潔なマ

ーヲン博士が首相の印授を帯びること

になった。

今の事態はそれと全く同一であっ

た。即刻飛び立たねば世界の珍宝が消

え失せる。然、るに採集品を山と積んで

入港した乗船は早朝船出帆する。利用

すべき民問機は一台も無いところえ運

悪るく明日はクリスマスである，電信

電話も通ぜず，要路の人々は悉くどこ

かえ身を潜めて取りつく島がない。最

後の一策として空軍司令部へ電話した

ところが「死魚ー尾のために軍用機が
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飛ばせるか，きちがし、め」と当直将校

にこっぴどくどなられた。

一尾の世「魚を求むるために 100方手
をつくして見たが欽のカーテンに突き

当ってしまった。スミス博士は百計尽

きて遂に最後の切札を出さざるを得な

くなった。マーラン!マーラン!首相マ

ーラシこそは救の神よと彼は確信した

し憂を共にする人々も同感であったが

然しクリスマス・イヴの夜はふけて南

十字星は静にまたたいていた。当時ケ

ープタウン郊外の人知れぬ場処に老首

相マーランは身を潜め，四回との連絡

を全く絶って独り静に「地にはだおや

か人には平和あれ」と祈っていた折な

ので， ダーパンから長距離電話でその

隠れ家を探しあてるのは殆んど不可能

と云うべき事態であった。然し首相と

別懇でダーバンに居住していた上院議

員シアラー博士が，首相官邸に国家の

一大事と告げて遂にマーラン夫人呼出

しに成功した。そしてスミス博士苦悩

の一部始終を簡単に告げて首相に伝達

を乞うたが「静に病を養う主相は只今

眠についたばかりで，明朝まで起すな

と申しますから，朝まで御待ち願いた

い悪しからずとのことであった。スマ

ツツ前首相で苦杯を喫したスミス博士

は，また背追投げかなと思いに沈んで

いた剃那シアラー邸の電話がけたたま

しく鳴ってケープタウンからと呼んで

いた。受話器を手にしたシアラーが大

声で「マーラン首相が直接話したし、と

呼んでいますぞ」と気も転倒せんばか

りに呼びかけた。受話器から流れ出る

錆びた老人らしい荘重な英語「今晩は

スミス教授!御話の概要を伺いました

が，要点を詳細に承わりたいのです」

と呼びかけられたので，博士は「では

南阿語で申し述べますが，術語でっか
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えるかも知れません。どうか御許しを

願います」と答えたのを聞いて首相は

「英語で話しなさい」と遮ぎった。然

し博士は南阿語で語り続けシーラカン

ス発見の由来，外皮以外を失った残念

さ，爾来十数年に亘る第2号とその棲

息水域の追及，再発見と腐敗のおそ

れ，交通不便な仏領7.K域，人智を増す

ための最詳の努力，南阿の名誉をかけ

て等々熱意をこめて物語った後に，こ

の限で見た上で、なければ，それが果し

て真のシーヲカンスであるや否や断定

し兼る危険が潜んでいるのですが私は

英国旗を醗してコモロで活躍するハン

トの報を信頼するのです。 tL.は自身の

名誉のために狂奔するのではありませ

んO これは国家酌な光輝ある仕事で，

この古魚、の本態を明かにすることは世

界人類のために南阿連邦が負わねばな

らぬ義務であると供ずる次第で，閣下

の援助を乞う所以はここにあるのです

と結んだ。

マーヲン首相はその間一言も狭まず

に傾聴していたらしいがあまりにも静

なので「そこに御出なのですか]と博

士が時折問うでみた。その都度「イエ

ス」と答があって「続けて，続けて」

と呼びかける。演述12丹，博士が語り

終ったら， Iあなたの南阿語はすばら

しい」とほめられたが，博士が欲求し

ていたのはシーヲカンスに対する反応

であった。ところが暫らく静寂が続い

てから， I貴下の御言告はすばらしい。

これは国家の重大事であると私は考え

る然し，今晩は更たけて手のうちょう

がない。明朝日ざめたらすぐ教授を空・

路コモロに運ぶよう国防大臣に命令し

ます。その結果をどこえ電話一しましよ

かと」丁寧荘重な言葉で述べられた。私

共を乗せて来た船は明早朝ダーノミンを

出帆するのです。では正午前 9時シア

一氏の宅で待ち受けますではおやすみ

なさい。マーラン博土」と厚く礼を述

べて電話を切った。

時ならぬ深夜の電話に夢を破られ

た老首相は，たじろぐ夫人を病床に呼

びよせて国家の一大事」という親友シ

アラー議員の訴願の趣に耳を傾けた上

で， I書斎の机上に南阿魚族誌と題す

る大著が置であるから持って来なさ

し、」と夫人に命じて静にその頁を繰り

出した。 Iスミス博士は未知だが静に

読む積りで携行したこのすばらしい書

物の著者だ，人智を拓くために，祖国

の名誉のために，一身を挺して一尾の1

"d魚、シーラカンスを追い求むるその熱

心と勇気と，聞くだにも真に頭が下が

る。為政者としてこのような学者を接

げなくて何の生き甲斐があろう。今す

ぐにダーバシえ非常長距離電話を」と

命じたのがその時のマーヲン首柁の熱

意のこもった処置で、あった。

受話器を離したスミス博士は只荏然

として一語も発することができなかっ

た。摂理の御手によって地獄が一挙に

天国になった。然もそれが救い主あれ

まし給うその暁かけて。主相は自然科

学とはおよそ縁遠い教養を身につけて

いる政治家である。それだのに深夜目

めてシーヲカンスに関する訴を静聴

し，何の反撃も加えずにすぐさま断を

下したのだ。政争の具として科学を弄

んだ唾棄すべき前首相スマツツ元師，

問者は何という相違であろう。スミス

博士は歎喜によろめく足を踏みしめな

がら，シアー邸の客室にまろび込んだ

が電話の応答を反聞して吉報と察して

いた夫人を始め憂を共にしていた友人

一同は，芦張り上げてマーラン首相万

歳を三唱した。



明朝 8時30分シアラー邸を訪ねてマ

ーラン首相の命を待つ約を結んでスミ

ス夫妻は船に帰り，万事を夫人に托し

て博士は単機空路をマダガスカルに向

う用意を整えた。船は予定通り午前11

時30分錨をぬいて南に去った。そして

成功を祈って手をふるスミス夫人の姿

が船と共に水平線のかなたに消え去

ったが，陸に留まって首相の命を待つ

スミス博士の許えは何の電話もかかつ

て来なかった。陪雲低迷たまりかねて

プレトリアの空軍司令部を呼んで、見た

ら. I国防相の命令接受，乗員確定，

箪用機ダコタ明朝 5時夕、ーノミン飛行場

着」との確報を得た。遅延の理由は首

相の別荘とケープタウンとの聞の特別

電話線がその夜の暴風雨で切断されて

通話不能となり，余義なく警官がオー

トを飛ばして首相の命を伝達したため

とわかったが，マーラン首相の心づ、か

い只感謝々々であった。ところでこの

異常事態を唄ぎつけた新聞記者共が争

うて軍用機えの便乗を申し出たが，首

相は「スミス教授只一人」と頑強に拒

絶して彼等を追い払ったO

定められた時間にスミス博士と見送

りの友人達とが到着した朝のダーパン

飛行場は霧に包まれていたが，大空を

旋廻しつつ着院姿勢をとっている大型

軍用機ダコタの爆音が聞えていた。や

がて滑走着陪したダコタの扉があいて

機長ブラウア一司令がたくましい姿を

現わすや， ダーノミン航空隊司令がすぐ

さまスミス博士を紹介して荷物を積み

込んだ。レツトレ一大尉，ベルグ中尉，

ラノレストン中尉， ニーカルク軍曹， ブ
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リンク軍曹と司令と併せて乗員 6名，

凡て南阿空軍の花形たる歴戦の勇士で

あったが.楽しいクリスマス休暇に

非常呼集を受けて死魚、の運搬に飛び立

とうとは思わなかったで、しよう」と挨

拶する博士を見て， ブラウアー可令

は「軍命令です。針路は博士の命ずる

まま」と乗員達を顧て微笑を足べてい

Tこ。

午前 7時105子離陛，アフリカ大陸東

岸に治うて北上し，葡領ルンボに一泊

して翌朝モザンピック海峡を東に越え

たが，ハント船長が首を長くして待っ

ているコモロの小島バマンチーに着陸

可能であるや否やが疑問であった。上

に目ざして来た怪魚が多年求むるシー

ラカンスでなかった場合の世界のもの

笑い。マーラン首相を戴く南阿連邦に

泥を塗る重大事，白尽しでもおわびの

致し方がないことを思いめぐらすと密

雲重畳の洋上を l万 5千の高度をとっ

て飛んでいるスミス博士の心同は誓う

るに物がなかったO

且つまたそれがまことのシーラカン

スであったとしても聞きつけた仏蘭西

守憲が仏領水域内の漁獲物取得権を主

張して現牧を持ち去ってしまったかも

知れぬと三重三重の苦脳に博士はし、た

たまれなくなっていたところえ， レツ

トレ一大尉がやって来て下界を指さし

た，雲の切れ自に小さな島が見える。

コモロのマヨつテ島である。その東に

狭い海峡を隔てて目ざすパマンチーが

見える，急降下の姿勢をとった機の探

縦得を揮っていたベルグ中尉が「オー

ケー」と叫ぶと同時にダコタは狭い浜
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辺を疾走しつつ平坦な珊瑚礁上に着陸

した思いもよらぬ爆音に土民共はスワ

爆撃と肝を潰して四散したが，第 1Vこ

駈けつけて来たのはハントであった。

次で島司である仏人夫妻も公式出迎に

やって来た。スミス博士は開口一番シ

ーラカンスは何処に」とハントの肩を

おさえたら「あそこに」と海辺を指さ

した。見れば楢

頭にユニオンジ

ヤツクを醜した

ノ、ントのスクー

ナーが泥んでい

た。そしてその

甲板に大きな稀

魚を収めた頑丈

な箱が横たわっ

ているのが目に

ついた。["ユニ

オン・ジヤツク

が織るからには

スクナーの中は

英国領だ。仏蘭

大きな箱の蓋をとった。どうして手に

入れたのか強烈なフォルマリンの匂が

鼻をつく，次にかけてあった厚い帆布

をめくる。その下に白木綿で包まれた

大きな魚、が横たわっていた。それが求

むるシーラカンスでなかったらどうし

ようと博士の顔は蒼白になって全身の

ふるえがとまらなかったが，天父に祈

念しつつ子をの

べて白布をはい

で、見た突如とし

て姿を見せた待

望のシーラカン

ス!間違いない

が背鰭は只一

つ，そして尾は

丸くてラテイメ

リアとは全〉様

相が違う。属も

種も具る第二の

西が何ーっとり 言Z?ぷ22長長毎月心境22九三

シーラカンス，

歓極まったスミ

ス博土のつぶら

な限からはi戻が

漂泊として流れあげる権利はな モロ烏司仏蘭西司政官

い， これで、先づ一難が去った」と!手

土は自問自答してすぐスクーナーえ導

けとハントに迫ったが困った顔をした

ノ、ントが「他国領え来たからには国際

儀礼というものがありますよ。島司夫

妻がああして出迎に出ているのに，島

庁え答礼に行かなくては紳士を以て弓

ずる英国民の恥になりますよ」と注告

した「俗人の世界はうるさいな」と独

語しながら答礼に出かピた博士はすぐ

さまハントのスクーナーに駈けつけて

出たが，賢明な首相マーランを記念し

稀魚の棲息するアンジユユアン島水域

を長く記憶するためにこのシーラカン

スをマーラニア・アンジユアネー (ma

lallia alljol anoe Sr工ith)と命名すると

博士は即座に宣言して，任を果したダ

コタ号乗員一同の歓喜の拍手をあび

7こ。

島司の官邸では山海の珍味をととの

えて一行の歓待につとめたが，空を~E

めていたブラウア一司令が「天候が崩



れる，一刻も早く危険区域を脱せね

ばJと注意したので，滞留 3!f;i1'dj喜ι
満面のスミス博土は待望の完全無歓の

シーラカシス，然もネrr属新種を携え芳三

黙者ハンスの")jをねぎらいつつ機上の

人となった。

コモロ諸島の土民共はシーヲカンス

をコンベツサ (KomLessa)と呼び，沢

山は捕わぬが珍らしくない;魚だという

そして塩蔵すれば食用になるが，鮮

肉は寒天状で煮ても焼いても喰えぬと

いう人類未踏の海洋中には果して何が

潜んでいることやらと夢を措きつつ帰

りを急いでいたスミス博士の手に，無

電係りのレツトレ一大尉が走り書きで

認めた紙片が設された「仏関西の戦闘

機隊が我等を追跡してマダガスカノレえ

連れ戻せとの命を受けて只今基地を飛

び立った」云々，スミス博士はびっく

り驚天した。そのあわてた様を機長と
大尉とは微笑をY乏べて眺めていた。「敵

の速力は?Ji正確にはわからぬがアフ

リカ大陸え逃げこむ前に追いつかれる

o算は大きいJ I雲海に逃げ込むすべ

はないのですかJ IさてネーJ I撃墜

されたら予は貴いシーラカンスを抱い

て海の詰屑となるばかり，運を天に任

せて飛んで下さし、」と決意を語る博士

の悲壮な様相を眺めて，ラットレ一大

尉は|じようだんですよ」と笑ひこけ

た，ことほど左様に帰路は凡ての心が

なごやかであったが，間もなく眼下に

葡萄牙領東アフリカの山河が隠見して

来た。そして午後 6時20分その南端の

ラワレシコ・マルケス飛行場に着陸し

葡国官憲と英国副領事との心からの歓

i迎を受け， 6、時45分再び離陸，南下ま

大南下遂になっかしの南阿に入って，

3.3 

電光まばゆきターバン飛行場に帰着し

た。機の扉をfjf]し、て姿を説わしたスミ

ス博土を迎えて怒詳の如き歓呼の芦を

あげた熱狂の大群集，拡声機の前に立

たされ，英語でまた南阿語で全国民に

シーラカンスを語る博士の一語一語に

耳を傾けて拍手を送る人々のその熱

誠，博士は思わざる光景に荏然白失の

態であったが，そこえプレトリアの空

軍総司令官から長距離電話で祝辞が送

られ， I我等幸に任務を果せり，貴宅

のあるグレアムズタウンえ御送り致す

べきや命を待っと頗る丁重な挨tgsが届

いたので「願くは明朝ケープタウン

え，完全な姿で入手した第2のシーラ

カンスを，先づ第 1にマーラン首相に

御円にかけて喜んで戴かなければ」と

巳が望を伝達した「委縮領承，御芽出

度う」と司令官は退いてすぐさま機長

ブラーアウ司令に軍命令を伝えたもの

らしい，その結果が翌早朝ダコタ号は

出発の用意を整えていた@そして午前

4時50分ダーバン発，途中スミス博土

の居住地グレアムズタウンに着陸して

既に帰宅していた夫人を同乗せしめ，

10時35分差、なくケープタウン軍用飛行

場に着陸した。防衛司令官と幕僚とが

静養中のマーラン首相が起臥する郊外

の別荘まで 5千万年前の稀魚、を運ぶ車

を用意し護衛兵を附しスミス博士夫妻

の到着ざと待っていた。

そして喜色満面の老首相が南阿の名

誉を顕彰したスミス博士を引見し，午

餐を共にしつつゆっくり話を承わりた

いと待っている旨を伝達した。やがて

博士夫妻は首相の別荘に迎えられ，首

相夫妻の心からの歓迎を受けたが遠く

運ばれたマーラニア・アンジユアネー
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が眠るったきな符は滑らかな庭のゥl'影に

横たえられてあった。蓋が聞かれ 5千

万年前の稀，¥l¥が姿を現わした。産主味{で

くその姿を見つめていたマーラン夫妻

は係偉なその資壊に接して，マアマア

マアと驚くばかり「我等人類の祖先は

嘗つてはこのような見にくいまーのもの

であったのかなア」と県芦を洩らして

博士を顧みたので. 1"説F.:iの人類には

もっと心の醜

いものがし、空す

と」答えて苦闘

に終始したスミ

ス教授は町々大

ラモした。

どこから聞いた

のカミ「シーラカ

ンス!シーカン

ス!Jと叫んで

計し寄せた群集

が首tF.1!Gを十711:

首て:(I~;Iこ~1交を過したスミス夫妻は，

翌早朝ケープタウンを出発して基地に

帰るダコタ号に身を托し，首相邸の上

空を二回旋出して予をふるマーラン夫

妻に別れを告げ，マーラニアアンジ・ユ

7 ーネーをしっかと守って一路グレー

アムズタウンえと凱旋の途に就いた。

飛1j場にオんで歓迎陣をはる多数の群

民の中に，イーストロンドン博物館の

芦(田君子高からし

めたことを感謝(

する市長と今は

年合重ねて博物

館の孟鎮止なっ。

ているミス・ラ

テイマーの姿と

が見えていたが

着陀して扉が聞

かれるのを待ち

兼わ，疾風の如

く駈け出して来

てスミス博士に

あってキッスを一

捧けやたのは双頬

に涙漂泊たる殊

勲のラテイマー

嬢その人で、あっi

~" 
れ】O

七1-主ととりまい

た「国民のあの

熱意を見て下さ

い。南阿の至宝

スミス教授に，

どうかノミノレコニ

ーに立って只一

言で宜しいあの

歓呼の声に答え

て下さし、」と呼

びかける老首相

の懇願もだし難

憶をく博士は先

採摘された5千万年の稀f(l，シーラカンス

ラテイメリア・

チヤルムネーと

マーラニアアン

ジユアネーと，

5千万年の昔を

上， ラテイメリア，チヤノレムネー

中，マーラニア，アンジユアネー

下，コモロ諸島で採捕されたラテイメ

づ第ーにマーラ リアチヤノレムネー

ン首相の人激賞札讃 L，降誕節に軍用

機を差立してたその果断が費らした成

果を言葉短かに群集に語り聞かせた。

かくてマーラン夫人に引きとめられて

如実に牧'語るこ

の珍らかな稀魚はまこととわに輝く南

阿の宝であり，人智を拓く貴い鍵とも.

なった。




