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E 
前号では主として船内に重点をおい

て紹介して来たが，内容も大分横路に

それで下の方えとどうやら曲ったよう

ですので，そろそろよりをもどして筆

を進めませう。良く世間で云うが，~
れたい事はずるものではない。確かに

そうである編集氏よりの依頼で・北洋の

様子を書けと言われて，ひきうけたも

ののどうも筆の進み具合が悪い，先号

に引き続いて 2回目ともなれば，なお

さらの事である。何にもかも苦手の我

が輩では，文章等は書けば書く程恥を

をさらすようなもので，良い加減ょした

方が良いと思うが，乗りかけた船のよ

うなもので，どうやら狭い丈章を叉お

めにかける事になるよ号ですが，せい

ぜい我慢して一読願い度い。

作業員・・・・

独航船より母船に揚げられた漁獲物

は，作業員の手によって塩蔵，冷凍，

躍詰の製品に処理されるが其の作業員

は南部，浮軽，秋田，道南と云うよう

な，雑多な人種で、占められている。そ

の他船員関係では広島，山口，九洲，

右川，福島等の各県の人聞が多く，そ

れに事業部員の江戸子を加えると母船

内は大体全国の代表的な地方の人々に

及んで居る，更に独航船の連中の人種

を見た場合全く，全国各地からの寄り

集り世帯と云った感じです。従って船

内では種々の地方の言葉が聞かされる

のも全く興味深いものがあります…

各人種の色分けは更に各職場によって

グループに別カ通れている。甲板部の数

取り(タリー〕塩蔵は道南人グループ，

冷凍樺詰，特に魚、の荒場は，寒い北洋で

の71<任事とあってたかかか忍耐強いi津

軽南部衆といった具合に，その地方の

人種の特徴を生かして能率的に使役し

ているO 雄詰の職工さんには，新制高

校を出た秋田山形の人種が多いこの各

々職場には組長，伍長がし、る。この種
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のエラ方は各々の部落の顔役であって るものだとつくづく感心させられた。

作業員の雇傭を行っている。そのお蔭

で一般作業員から 5分のピンバネ歩合 独行船・・・・

金の割増しがにらみをきかしている。 母船式鮭鱒漁業は独航船を母船の海

作業員は何んと言っても打続く凶漁の 獲処理能力に応じた隻数をもって構成

為め好むと好まざるとにかかわらず， される。本船団は昭和31年度北洋出漁

地獄のような北洋にやって来るわけで の際西カムに出漁する予定であったが

す。厳びしい社員族の監視を受けなが ソ連の横ヤリが入って東カム，オリユ

ら作業を続けねばならない状況をみる ートル地区に於いての操業ということ

と矢張り感傷的にならざるを得ませ で許可されたもので，従って独航船の

ん，部合金制度という事で，労働基準 装備も全船田中長下位で通常オンボに

法が適用されないのは，あわれなもの 船団といわれている，独航船の数は28

です。そ 隻である

れでも最ミ ; 崎議= 斗議 諮独航船の
近は海員 襲撃撚;議縦変数鱗懇憐遊撃懇談警察瀦総結努襲撃適格条件

組合に加藤総i謀議毅器援議議設議議警護機 き設諮慈波注宗主務は船の大

入 したと臨議糖類麟磁器怒露;張感きさは50
の事，組藤警護送開務総議議議蹴麟総議翻議機畿財務機援船ミ t-80 t 

合結成も盤機機撃童謡謬盤襲撃謀議畿通醤舗醤欝盤議議義務芸長迄ヂーゼ

名 ばかり麟繍 幽 . 薗 幽幽歯菌謹冨圏・幽幽幽白山線 jルエンヂ

賃上待遇盤整畿議掴・・圃園・圃・・・・圃闇圃泌週ン，方向
改善等を難題腫薗圃圃盟国鵬田園盟関踊圃圃園田園圃圃圃圃薗蝿盟探知機無

会社側に事盟盟麗露墨田鹿襲撃襲撃踏襲額線装置単

で も持ち輔輯臨櫨輔麟轍離間覇関醐輯襲撃 議 議 輯 波 無 線 電

出したら 匪鐘議鐙欝欝籍藤欝騒磯霧懇密議欝麓醤露翠璽露霧翠襲謹嬰露酒量盤整鞍務話の装備

来年から 圃隆警懇畿機織雲欝機線繁繁畿護繍饗欝議議縁騒欝纏議藩麗盛議議議認は勿論の

簡単に首冨量盤機議議繁援護議議誘惑緊密警護欝斡饗懇議議議鑑謬翠翠翠察霧翠機事である
凶魚にあー- 一一一 山 ~t注州;苓…一一一 一 ーが50t-

いぐ故郷 母船と独航船の荷揚作業 80 tの漁

の家族の事等を考えたら，これも泣き 船が，北洋の荒海での操業とあって，陸

寝入という所です。今年で北洋ラ年目 上に根拠地をもてなL、。北洋母船式鮭

の纏誌の職工さんも，命かけの出稼ぎ 鱒漁業では，母船の仕事に比べて，全

何年ゃったら社員さんになれるのか く命ちがけの仕事である。

と，ボヤクことしきり……誰もが口を 普通独航船には船長，漁携長，無線

揃えて言うことは，北洋での働きは若 局長，機関長を含めて15-16人内外の

い中ばかりと，早くオカの上で安定し 人間が乗っているが何れも北洋の荒無

た任事につきたいのが，いつわらざる 者揃いの男が多L、。例年北洋の犠牲と

気持のようです。 とにかく作業員と なっている。 独航船も70隻数に及ん

は，函館を出港してから割当ノルマを で， 200有余の尊い人名が奪ばわれて

漁獲函館に帰港する迄有効に働かされ いる。
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このように独航船の乗組員は生命危 なあ」というのが心境らしい，叉呑川

険をさらされるばかりでなく，船内の 県のX丸の一人をつかまえて聞いて見

生活は全くみずめなものです。北洋の た。この有者は瀬戸内海での漁夫で相

5月む時化にあったら，船も木の葉と 当に船に自信があったらしいが，今年

同様である。食事も満足に座って取れ 初めて北洋独航船に乗ったものの時イじ

ないし，風目等は漁期間中全々望めま の多い北洋では全くのグロッキー，仕

せんO こんな2.3の例を述べてもぞっ 事もi前足に出来なく 1ヶ月位してやっ

とする位です。次に筆者は漁期間中， となれたの事，北洋の荒海振りと仕事

独航船の乗組員と寂しく話しする機会 も並大低でない事を牧語って居りま

がありましたので苦労の・端を紹介し す。 i来年も来ますかJと聞いた所，

て見ませう，その一人はN丸のぬ掛長 「とんでもない，北洋はもうコリコリ

で，漁場に到着する前日，盲腸炎にか ダ満足に乾いたフトンの中にも入れな

かり母船 い独航船

の病院に鑑識謀説;華経伝説麟麟謀議議議議には乗れ

入院した 圃圃薗幽瀦議猶畿議議議毅麺通画型・・E饗機騒畿襲撃議欝霧幾毅議懇撃機るもん
尽さんで ・圃圃眠鶏麓畿盤議機鱗鱗湯露畿遡圃・・匪響機騒騒機騒畿機騒畿霧議警か，歩合

手術後 2 I置・・陸離趨錨盤鍾醗遊軍画監理園・E覇醸騒騒畿畿議議鱗欝麟畿議議金だって

週間をた 慣圃・・圃園圃園田臨鐙欝嬢還覇塵彊掴・・E饗襲畿纏醤欝謹盤盤騒露盤難襲撃たいした

たない内 圃園田園・・・・園田園量盤週圃E畿運・隈廟騎鷹翠盤憲謹璽艶罷灘欝議醤重量事もなく

に退院叉園田園・・・・・・・・圏直園田闘圃麟錨翻露盤輔幽圃置村でのん

独航船に麟翠圃圃・・・・・・E置翻醐園歯固・園田園・圃置置きに漁に

もどった 掴・・・・・・・・・・・圃露盤選霞廼圃E調・・圃圏掴E冨・・.圃圃・出た方が
のにはあ園田園圃圃圃圃圃圃園開園圃圃園圃圃圃圃圃圃闘闘・ましだ

きれたも 圃幽盤固隈調・・・・・・・E罷肇組圃・・・・圃薗圃・圃・圃圃・・よJさの
のです。 圃圃 圃 圃 置 繍 圃圃圃園圃圃圃圃圃園田園圃圃・・ように4

iSさん E・E題担・・薗露頭圃・・・・・・・・・圃圃E圏・・庫盟国圃圃・・・・・・・ヶ月も奴
大丈夫で圃圃 圃 圃 置翻圃圃圃圃圃圃圃園田園圃圃隷のよう

すかJe 中積船の接舷 l亡酷使さ
尋ねたら 内地からの土産を待っている作業員連 れて，も

「盲腸なんて病気の内ぢゃないよ，普 らった歩合金も，いざ帰港するともな

通 1週間もたったら，そろそろ仕事に れば， 4ヶ月の男だけの禁慾生活から

取りかかるのだよ，余り休仮を取って 解放されて岩壁におりて，出迎えの飲

は，船の連中に迷惑かけるからなあ」 屋の姉ちゃんを見たとたん歩合金も飲

他のス院忠者の一人は8丸の機関士 屋にとゴツソリうばわれてしまう。な

で， 函館出港後10日目に勝脱炎を起 んと苦労した割に割合の悪い出稼ぎと

し， 5月の時化で忠者の母船引き取り の事です。

が延びて勝脱やぶれての入院で，こん

な大病でも 1週間で退院全く人間様な

みでない気がする。こんな無理して働

くのも「辛いけれどおっかあ喜ぶから

本方 漁. . . 

函館を出て1，400哩8日聞にわたる長

途の旅を無事に終え愈々漁場に到着，



初投網目は， 5月8臼で北緯500ー09'
東経1690ー 15'の位置である。この位置

はブルガニーライン内での投網とあっ

て監視船より極度に制限投網反数 274
反の確認の電信が入る。今日は西の風，

風力 6と云う時化気味で，荒?良は母船

の舷に高くしぶきをあげている。今日

は初投網とあ勺て，悪天候にもかわら

ず機関故障の 2隻を除いて， 全船投

網する， 母船では各工場の整備も終

って明日の初荷揚の11国備主主勢も終っ

て，サロンでは明日の大撫を祈りなが

ら祝酒に

ありつい

た。いよ

いよ今日

から戦闘

が開始さ

9 

もホット一息という所です。我が輩の

仕事の方も今日から忙がしくなって朝

から各魚種の平均日廻の測定と漁体測

定の仕事に追いたてられ，ローリング

のはげしい船上で、の仕事と 5月いうの

にミゾレにおそわれての，つらい初日

で怠った。この調子で4ヶ月と思えば

いさかがつかりした事が印象に残って

いる。

昼 長・・・・
夏の昼長と云はれるが，漁場に入っ

て約 lと

月半も経

過して，

魚群を追

ってオリ

ユートル

れると，トι ャ伝記忌誌訟豆沼主 義務:ミ翠露盤薄壊鯛際盤鐘週・匪霊 地区の西

船団長もぷ弓説祭霧器萎:説;遁箇箇週圃画監組磁翠懇竃・園陸経撫場に
極度に興じ長選ミ濯機議選義援轟謹璽覇園田園臨調画調盤機翻圃・目撃 入ると全

奮してい 輔 副 議 齢 三妥結繍民軍盟関輔蓮鋪題盤くの昼長

るようだ議総務懇議護送機数灘議醤難露癒習期理監雌醤醤麓聾窟箇畿懇盤量感 である。

サロンで醐欄議機繍 掴 園 園 鶴 田 富 盤 国 量臨御朝から晩

の お祝も警 鐘 翻 輔 鱗 櫨輔副阻園盤整翠園田園麟議識といって

簡単にす鱗櫨 錨 盤 調圃圃園田園園調圃圃臨麟欝鳴も，自の

ませて司欝欝欝廼・・・・・・・・・・・・圃E盟国薗・・・・E廼彊腫盤獲量惑を 暮れる時

令室に帰 独航船の按舷事 間もせい
り独航船 続々と母船に獲物を積んで集る ぜい 2時

の投網位置の司令にかかる。…… 間半位であるので，時間的に晩である

習9日各独航船が帰って来る午前4 に過ぎない印象を与える。勿論三度の

時の無電では，荒天で棒巻き船が多く， 食事も明るい中に済まされているので

3万昆前後と集計された。独航船の帰 ある。 すっかり晴れ上勺た日は月に

途も午前中に終って初日の潟獲高を集 1~2度で終日雲や霧にとざされて全く
計してみると紅20，937尾，白9，175尾， 陽の日をみない昼長の船上生活であ

鱒297尾，鋤 6，計30，415尾，53，8tであ る。夜あけと言えば内地の観念では，

った。この比率を例年に比べると成績 太陽の少し上る前で午前4時頃をさし

もまあまあとしヴ所で，荒天さえ復回 ていうのであるが，ここでは日本時間

すれば相当に期待出来ると見透しがつ の23時頃ではもう明かるし、。少々限を

いた。特にベ=の比率が良く事業部員 近づければデッキで本を読める位であ
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る所で晩の方はどうであろうかと云う

と， 20時30分頃迄にとっぷり日が暮れ

て22時頃になると西空は明かるくなり

かけるので，ガスの少い日等は夜の時

間はせいぜい 3時間位である。これを

現地時間でみると約3時間違うので23
時から午前2時頃迄が夜の時間という

事になる。 内地の 23時と言えばそろ

そろ大人の寝床に入る時間で， 北洋

ではこの時間に日が明ける事になる。

このような昼長の船上での作業員は，

ワツチ全組まない時は犬伝夜12時頃迄

作業するので，仕事が終って寝床に入

る時はもうすっかり明るくなってしま

っている。北洋で作業員が有効につか

われるのも昼長のせいかもしれませ

ん。

ここで現地時間(ローカルタイム)

日本時間(ジヤバンタイム〉の事が出

ましたので，少々このことにふれて見

ませう。船内の時間はすべて日本時間

を使用しているが，その他船内ではグ

リニツチ時間，現地時間の 3種が使は

れている。この使いわけは主に無線室

の方で行っているもので，無線室では

3つの時計がそれぞれ異った時間を示

しながら動いている。本船では一般に

は作業行程日常生活行動は全部日本時

聞を使用し船聞の連絡はすべて現地時

間の使用を行っている。北洋漁場での

日本時間，現地時間の差は経度緯度の

位置によって異なるが大体 2時聞から

3時間遅れてし、て，現地で朝 9時頃で

は役所では頂度に正午を示しもので，

漁場で毎日 9時頃の正午報告(ヌーン

レポート〕を受ける都度，役所では今

頃昼休のテ=スや囲碁に興じているの

だなあと， 何時ながら思い出されま

した。

.大 漁・・

5月8日北緯500ー09'東経169ー lデ
附近で初投網，習 9日教T然、を見たが，

この日の羅相率は平均3.1J毛魚種別に

みると，ベニ2.5，シロ1.1で，昨年同

期のベニ1.8シロ2.2尾に比べてベニ鮭

の比率が非常に良くスベリ出し好調と

いう所でスタートした。これは例年よ

り水温が1~2度高く寒冷線が東経1690

度線迄後退したため，魚群の回避に異

変を来たした。このため例年の 5月の

南より漁場が今年はブライン寄りの東

経1690度附近によって，漁業のスター

トが切られ， 5月中は例年に比べて北

方地域が好漁場となった。日月末現在

で本船団は 1，325tもで制限量の 22.3
%に達し早くも漁期中の目標達成は確

実と見られた。これを更に魚種別にみ

るとベニが64%を示めし，シロ28%マ

スク 7%を示したo 6月に入ってシロ

が増すものと予想していたが，これを

裏切ってベニは依然として漁が多く，

漁場もアリユシャン列島北部海域(オ

リユートノ~)方面えと移り戦後最高の

驚異的なベニの漁獲をあげた。即ち 6
月 6日の水揚は111.7 t (62， 413尾〕を

かわきりに 6月16日迄芭日174t (105， 

341渇) ~241 t (132，315尾〉の水揚を

し，母船は遂に，健詰の空鰭不足や，

冷凍チャンノミーの余裕もなく，全く

漁獲物の処理不能におちいり好漁場を

退避するに至った。やっとの事で中積

船の来船で好漁場えと向かって 6月16

日再びベニの大群団を発見本船団の最

高の360.2t (161，346見)内ベニ87%
(1日水揚量の全船団 2位〉の成果をあ

げ，再び漁獲物の処理不能となって，



好漁場を系列のM丸船団にゆずって退

避し， ラ月 17日にはM丸船団はl日515
t (約25万尾船団最高ベニ95%)の?魚獲
を挙げた。独航船の中には日 1の水揚

金額が400万円以上の船もあり本船で

も連日中漁で100万円以上の水揚で，独

航船の連中は笑いの止まらぬ，喜びに

つゥまれた。今年のベニの豊漁を予想

はしていたもののこんな厚い群団は，

北洋に来て見た事がないと乗組員も言

っている。この大憶の原因は未づ第ー

に挙げられる事は好天であった事で，

北洋の海

は大体こ

の時期に

好天で網

さえ棒巻

きしなけ

れば大程

良い漁は

出来るよ

うです。

第二は，

豊漁回帰

年でベニ

群の資源
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米加1の源業委員会で米国ベニ産卵群の

拝上減少の場合問題になる可能性はあ

るし，操業区域の西経1750線の改訂も

問題になっている今日，あまり喜ばし

くなし、場所での大漁となりかねないよ

うです…。このような大潟、があって 6
月末現在で 4，613tを水揚げ，目標の

約80%に達した。 7月に入ってベニの

魚、はめイできり減少して，北緯 570線を

西にシロ，マスの魚群を追って 7月18
日北緯580-20'東経1670-0'1で最後

の潟獲を挙げて切り揚げた。これで、今

年は，ベ

ニの記録

的な掠獲

を挙げ，

終浪期を

約20日も

早く切り

揚げとい

う大記録

を建て，

漁船の沈

没事故は

2隻とい

う北洋初

量が多か闘閥横軍議態調趨燭欝強護預司瞳事量灘信義務麟欝鶴寝室註まって以
った事が 数取り風景 来僅少事
考えられ デッキに揚げられた鮭鱒の山 . 故で，人

る。今年の大漁は今でも印象的たのは 命の損害は僅か2人の最底の記録を示

あの 6月 6日からの連日の大協で，母 したO 真に輝かしいの記録を打ち建て

船のマストの上に大漁旗が挙げられ船 たのである。

団長のニコニコ顔です。 以上お訴し 最後に本船の最終成績を示すとベニ7.
1ち

た今年の 100万阿梅場は北緯51~0'6東 3，056.3 t (1，399，415尾)シロ1， 094. 4 i)".1 

経1740-44'から北緯目。-36'西経 17 t (596， 027尾〉マス1，794.8t (1，32仇 L

goー0.5'で特に北緯引。以上の西経漁 3，570尾〉ギン0.2t (123尾)スケllt

場が最も好漁場を呈した。この間西経 (4，834尾〉計5，957.7t 3， 323，969尾yt-
潟場では米国の標識魚が 9尾程再捕さ を示し，ベニ50.5%マス29.5%シロ 18
れた等，今年の魚群は米国え行く系統 %その他 2%でギγの漁獲に入らな

を漁獲したものと想象され，本年の日 い，内に切揚げになったとしみわけで



12 

す。

ノイローゼ・

ノイローゼと云っても船での長い生

活でホームショック的なノイローゼで

はありません。 一船団約 900名 (内

母船乗組250名〉の内で監督官， ~壁詰
検査官だけは全然会社側と利害を別に

している部外者で，万事ニクマレ役の

存在です。 大漁の場合はその喜びを

共にする事は人情としても当然の事で

あるが，今年は各船団別の割当漁獲頓

数があるので，其の日の平均目廻りを

出してその日の漁獲頓数を決めなけれ

ばならなL、。それで、其の自の平均目廻

り算定には極度に会社側も神経質にな

る。毎日母船揚げされる数万尾の潟獲

物の中から各魚種 150尾内外を標本抽

出船を選んで撫獲物を代表するよう，

ランダムサンプリシグするのである

が，なかなかテクニツクのむづかしい
作業である。

そのサγプリングする際船団側と種

々と支障がとものうものである。その

他操業上の違反取締りの開題等があっ

て船団幹部を相手に注意勧告指導する

時等，毎日寝食を共にする者としては

なかなかつらい立場にある。彼処で特

に紹介したのは，今年の監督業務の重

点は毎日のノルマの算定が大きな課大

であって，毎日の平均目廻りの測定で

極度に神経をいらだたせたせいか，デ

ッキの魚も皆大きく見えて，その自の

算定目廻りが低く感じて，少々ノイロ

ーゼ気味と言った所です。これも勿論，

本船の近くで操業していたE丸監督官

のS君が余り目廻り小さく出し過ぎて

監視船の主席監督官のオメダマを頂載

した事を無線で教えて呉れたせいかも

知れません。監督官という任事もなか

なかつらいものです。

中積船・・

函館港を出て 4ヶ月，全く陸には緑

遠L、北洋漁場に於いて一番嬉しいこと

は，内地からの中積船がや勺て来るこ

とである。この中積船は，母船の必需

品を積んで出るばかりでなく内地から

の通信慰問品を積んで出るからであ

る。中積船の到着はまさに宝船の到着

と言った感じが致します。中積船00
丸O日到着の掲示があり到着前後の船

内は何にかしら喜びに満ちた空気がた

だよっている。中積船が到着すると先

づ第一に大発によって，船より他の荷

物より一足先に手紙が母船に運ばれ，

早速手紙は酷布される。船内は妻子友

人，恋人からの手紙写真をみて，ほほ

えんでおるものがあると思えば，自分

宛の便りが一通もなくそのやるせない

気を腐らせているものがあるなど1，ま

さに悲喜交々といった風景が見られ

る。それにもまして会社からの慰問品

や新鮮な野菜，菓物，食糧品，新聞，

雑誌と久しぶりにシヤバ気に接した気

分が船内ー満にみなぎっている。この

日はサロンでの食事も中積船の到着と

あって種々と御馳走にありついた。北

洋で明けくれ自に入るものは，灰色の

海と空，それに時々母船近くにやって

くる，ウミネコ，クジラ，オットセイ

位のもので‘それに日課としては監視

船えの報告とその自の漁獲量の算定，

撫体測定等に日中は追われ，明けても

暮れても船のエシヂンの音と修詰工場

の機械の音になやまされ，作業員と鮭

鱒の山を眺めるのが関の山の殺風景な

生活を繰返している船内の生活とあっ

て，内地からの中積船程待望されるも

のはない。(続く〉

〈企画課技官〉




