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（２）処女航海 

あとで知った事なのだが、試運転の事をトライアル（Trial）、処女航海の事をメイド

ンボエッジ(Maiden Voyage)と言うらしい。 

いよいよ午後の一時過ぎに本船大和丸が第一次航として宇品ドックから出航した。 

今日からは本当の意味でサロンボーイとしての生活が始まるのである。持ち場のメ

インはサロンルーム、制服は白いワイシャツに黒ズボン、黒い安全靴、黒の蝶ネクタイ。 

サロンルームとは大航海時代に白人のみが使っていた部屋の事で、通常は士官と言

われるキャプテン（船長）、チョッサー（一等航海士）セコンドッサー（二等航海士）、

サードッサー（三等航海士）、チェンジャー（機関長）、ファーストエンジャー（一等機

関士）、セコンドエンジャー（二等機関士）、サードエンジャー（三等機関士）、局長（通

信長）、パーサー（事務長）の専用室であり、また来客用にも使われる。 

新米のサロンボーイにはまだ休憩を取れる余裕などはない。 

夕食用の乗組員とその家族全員分の

米を洗って、ザルに取って冷蔵庫に収納

していると、主調事が来てサロンルーム

の配膳の仕方、醤油、ソース、胡椒、七

味、塩、などを保管する場所や、パント

リー(Pantry)でのコーヒーや紅茶の作

り方、皿の洗い方など事細かに教えてく

れた。パントリーとは食器棚又は、配膳

室の事であり、俺のメインの持ち場であ

る。 

３時半ぐらいに冷蔵庫からザルに入

れておいた洗った米を取出し、鋳物で作

られたスティーム釜に入れ、手のひらを

米の上に置き、手首の付け根ぐらいまで

水を入れスティームで炊き上げるので

ある。 

航海中の俺の仕事は、午前中に済ませ

る便所掃除、士官の部屋掃除、花毛布（又

は飾り毛布とも言う。高級ホテルなどで

よく見かける、扇方や、バラの花やタケ
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ノコに似せて毛布とシーツで飾ること）

等のベッド・メーキング、キャプテンの

洗濯物のアイロンがけ等、その後はサロ

ンルームでのウエイター兼皿洗いであ

る。 

乗組員家族が乗船している間は、士官

の部屋掃除は主調事からしなくて良い

と言われたが何しろ素人である。自分の

持ち場であるサロンルームをきれいに

掃除しているのだが何処までしたら良

いかも分からないが一応自分の納得の

行く所で切り上げた。 

今日の午後はナプキンペーパーを折

るように主調事に言われていたので、サ

ロンルームの椅子に座って５００枚ほ

どのナプキンペーパーを折り上げた。サ

ロンルームにはそのナプキンペーパー

を入れるナプキン・スタンドがあり、４

～５０枚位を入れるのだ。これは士官が

食事をした後、口を拭
ふ

くために使うので

ある。 

一方、オヤジや、主調事は時間に余裕

が出てきたのか、鼻歌交じりで料理を作

っている。今日の料理はビーフステーキ。

ステンレスのプレートにステーキ、コー

ルスロー、マカロニサラダ、ソテーをし

たキャロットとスピナッチを色鮮やか

に盛り付け、コンソメ・スープと白菜の

漬物と言う献立だ。 

「サロン、プレートを並べろ。」主調事が言ったので、「はい、わかりました。」俺は

盛り付けられたプレートを左右の手で一皿ずつサロンに持っていこうとしたら、「お前、

何をやってるんや。これはこうやってするんや。」なんと 9枚を一遍にギャレーからサ
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ロンに運んだのである。俺にはこのような発想は全くなかった。左手の指と指の間に４

枚、 掌
てのひら

に一枚、右手の指と指の間に４枚、計９枚である。さすがにプロだなと思う。 

俺は箸箱を主調事に言われた通りにそれぞれ決まっている士官の座席の前に並べ、

白菜の漬物の入った容器を長いテーブルの２カ所に置いた。又、鋳物製バーナー式オー

ブンの上のプレートの余熱で温められたコンソメ・スープと、炊きあがった鋳物製飯釜

からご飯をそれぞれの保温用器に移し替えて、サロンの定位置に置いた。定位置と言う

のは士官が入って来る度に俺がスープとかご飯を盛る場所である。 

パントリーのボイラー式の湯沸かし器からお茶の

葉が入った陶器の急須にお湯を注いで、横長のテー

ブルに間隔をあけて３個並べた。 

いよいよ夕食時間の 4 時半になった。セコンドッ

サーとセコンドエンジャーが風呂上がりの顔で、わ

ざわざ士官服を着用して入ってきた。彼らのワッチ

（勤務時間）はゼロヨンと言って、０時から４時が勤

務時間であり、風呂に入った後、サロンに食事に来

たのだ。 

「サロンよ、仕事は慣れたかい？」セコンドエンジャーが声をかけてくれた。「はい、

まだ慣れてはいないですが、頑張りますのでよろしくお願いします。」スープとご飯を

保温容器からよそってセコンドエンジャーに差し出した。続いてセコンドッサーに同

じように差し出すと、「お前、俺らは相撲取りじゃないんだぞ。ご飯は杓文字
し ゃ も じ

で３回ぐ

らいに分けて柔らかく盛るものだぞ。気を付けろよ。」セコンドッサーが怒鳴った。「す

いません。これからは気を付けますから。」おぉー怖
こわ

！このセコンドッサーは荒木と言

って水産高校を出て、セーラー、コーター・マスター、サードッサーを経験してやっと

セコンドッサーになったらしい。彼の持っている免許は乙免（乙種航海士免許、乙種機

関士次免許）と言って近海(北はサハリンから南はアセアン諸国まで)資格である。彼は

前にいた船会社で先輩から相当ないじめにあったらしいという噂だ。次に入ってきた

のが、局長とパーサーだ。局長は６０歳ぐらいの白髪頭の大人しそうなお爺さんだ。パ

ーサーは田中さんといって少し小太りのおっとりした人だ。このクラスの船では普通

はパーサーを置かないらしいのだが、高度経済成長に伴う新造船ラッシュで、外航船の

手続きに慣れた船員が極端に不足していたので、急遽
きゅうきょ

引退してカメラ屋をしていた田

中さんをパーサーとして呼び寄せたと言う事だ。 

「サロン、この航路は最高だぞ、神戸、横浜、基
キー

隆
ルン

、高雄
カオシュン

、香港
ホンコン

、マニラ、シンガポ
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ール、ポートセッテンハム、ペナン、そのあと丸太積だ。台湾はいいぞ。綺麗
き れ い

な姉チャ

ンばっかりだし。バンスは多めにした方がいいぞ。」パーサーが俺に話しかけたのだが、

俺には意味が解らなかった。バンスとはキャッシュ・アドバンス(Cash Advance)つま

り前貸し金の事である。船員は外地に行った時にお金を貸してもらえるのだ。よーし、

次に日本に帰って来た時の為に、彼女にお土産を買ってやろう。何か変わった物でもあ

るかも知れない・・・・。そうだ！舶来品だ！舶来品が買えるのだ！ 

そのあと威厳
い げ ん

たっぷりのキャプテン、気の弱そうな痩
や

せっぽちのサードッサー、ちょ

っとお宅っぽいサードエンジャー、日焼けしたのか地黒なのかアンパンみたいな丸顔

の人の良さそうなチョッサー、声がデカくて大きな事ばかり言うチェンジャー、おとな

しそうで無口そうなファーストエンジャーが立て続けに食事をしに来た。「この航路は

いろんなところに行けるからいいですな。それに処女航海としては４月は海が一番凪
な

いでいますからなぁ。」サード、エンジャーがファーストエンジャーに話しかけていた。 

するとまたチェンジャーは俺に話しかけてきた。「サロン、思い切り遊んできな。」「有

難うございます。」と俺は答えたが、この人は何か俺の事を面白がっている風である。 

彼らはそれぞれが以前経験した話をしながら結構盛り上がっている。「サロン灰皿！」

俺は灰皿を、チェンジャーのテーブルの前に置き、マッチでチェンジャーの煙草に火を

つけた。 

こりゃあ彼らの寛
くつろ

ぎに付き合っていたら、片付けも出来ない。俺は食事を終えて席

を立った士官の食べたお皿を順々に引いてパントリーのお湯を張ったシンク（Sink=台

所の流し水槽）に次々に入れていった。そして彼らのテーブルを絞
しぼ

った濡れ布巾で拭
ふ

い

てパントリーに戻り、食器洗剤を付けたスポンジで食器を洗い、綺麗なお湯を張ったも

う一つのシンクに次々に入れ、その後、水切り用のかごに入れて水を切った食器を渇い

た布巾で拭
ふ

き、棚に順々に仕舞っていった。また士官全員がサロンから出て行ったあと、

テーブルをもう一度濡
ぬ

れ布巾
ふ き ん

で拭き、サロンルームの床をモップで拭
ふ

き、ギャレーに入

って翌朝用の米を洗ってザルに入れ、それを冷蔵庫に入れてやっとメスロン（サロンル

ームに対して、部員の食堂の事を言うらしい）で士官と同じメニューの食事にありつい

た。もう腹ペコである。働いた後の食事はことのほかうまかった。 

メスの部員の皿は基本的にオヤジが全部洗って片付けるのだが、食事が終わって俺

自身が使った皿を自分で洗っていると、主調事が「サロン、これをアッシュバケツ(Ash 

Backet=ごみなどを入れる入れ物)にレッコしてこい。」と言ったので「はい。」と答えて

ギャレーのポリバケツに入った残飯など(Garbage)をアッシュバケツの中に捨てに行

った。 
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アッシュバケツとは艫
とも

の３段あるハンドレール(Hand Rail=手すり)の一番上にロー

プで吊るしている、下に穴の開いたドラム缶で、レッコとは船員用語で捨てるという意

味だ。またドラム缶の底にはワイヤーが出ており、一方を一番下のハンドレールに繋
つな

い

である。これはアッシュバケツが一杯になったら上のロープを離して残飯やごみを海

に捨てる為である。ドラム缶の穴は、汁や水分を逃すためである。 

昔、国鉄や私鉄のトイレがついている列車が、線路の上に直接糞尿
ふんにょう

をまき散らして

いるのを見て絶対に鉄道の沿線に住みたくないと思ったが、それと同じような思いが

した。 

その後メスに戻ってみると、セーラーの一人が「サロン、台湾は目茶くちゃおもろい

で。高雄
カオシュン

の『銀馬車』は凄
すげ

ぇぜ。高雄
カオシュン

に行ったら教えたやるけー。基
キー

隆
ルン

もおもろいけ

どやっぱり高雄
カオシュン

やな。」部員の若い衆は台湾の話で持ちきりである。 

食事を済ました後、部屋に戻って普段着に着替え、部員の風呂に入った。ボイラーの

蒸気の栓を回して、お湯を熱くした後、頭と体を洗って湯船に入る時はこの上なく気持

ちがよい。後で判った事だが、日本のラストポート（最終寄港地）迄は風呂の浴槽の水

は清水
せいすい

(真水
ま み ず

)であり、日本を離れれば、海水を使う事になっている。しかし体を流す水

だけは、航海中もずっと清水である。 

風呂から上がって部屋に帰ってみると、オヤジが既に部屋に戻っていて、机を占領し

ている。本船ではオヤジとサロンだけが相部屋で、セーラーやワイパーの部屋は個室な

のである。 

俺はニーチェや、ライプニッツ、カントなど

の哲学書と、ドストエフスキーの小説、中国語

とインドネシア語の学習書を買い込み大学に

入れなかった事で教養がないと言われたくな

いように勉強しようと思っていた。 

相部屋と言うのは二段ベッドの下の部分に

大きめの引き出しと、背広も入る縦長のロッ

カーが各自それぞれ一つずつ有るのだが一番

必要な勉強机が一つしか無い。 

一世代前までは大部屋と言うのがあって、貨物を少しでも多く積むために６人部屋、

１０人部屋もあったらしい。 

俺より先輩で年下のオヤジがそこに居座っておられては何も出来ないのである。こ

れも修行なのか。 
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まあいいや。ブリッジ(Bridge=船

橋)に行って夜の瀬戸内でも眺めよう

か、そう思いパントリーにあるインス

タント・コーヒーに粉ミルクをカップ

に入れてパントリーの大きな湯沸か

し器から熱湯を注いでカップに入れ、

キューブシュガー(Cube Sugar=角砂

糖)をソーサー(Saucer=カップの受け

皿)に添えてチョッサーとコーター・

マスターの二人分を作ってトレイ

(Tray=お盆)に乗せてブリッジに持っ

て行き、ノックをして「お茶をお持ち

しました。」とブリッジの中に入って

いった。 

ブリッジは真っ暗で何も見えない、前に

進めない、どうしたらいいのか戸惑ってい

ると、「サンキュー。」コーター・マスターが

ソーサーに乗せたコーヒーを取ってくれた

のでコーヒーを溢
こぼ

さなくて済んだのだっ

た。 

夜のブリッジは外が見えるようにブリッジ内は真っ暗にしており、そこでコーター・

マスターの岸本さんがラダー(Rudder=舵)で

操船していた。 

「おーサロンか。すごいサービスやなー。今

迄、こんな事をするサロンを見たことない

で。」 

写真店の現像所
げんぞうじょ

で見るような光が漏
も

れな

い厚手の真黒なカーテンで仕切られた、明る

いチャート・ルーム(Chart Room=海図室)か

らチョッサーが出てきた。 

「有難う。コーヒー持って来なくてええのに。ここにも湯沸かし器とコーヒーがある

けぇ。」「お邪魔じゃないですか？。」「大丈夫や、なー、サロン瀬戸内の夜景もきれいや
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ろ。」確かに陸
おか

の明かりは綺麗ではあるが、瀬戸内の情緒を醸し出し、その地での人々

の生活を連想させてくれ、何故か受験に受からなかった俺には物悲しくもある。 

「普通はオートジャイロ(Auto Gyro=自動操縦装置)

で放
ほ

っといても本船は真っ直ぐに次の港の近く迄行っ

てくれるけど、瀬戸内
せ と う ち

は航路が複雑やし船が多くて危

ないけぇ、手動でやってるんや。いろんな事教
お

せたる

からいつでも来たらええよ。」「チョッサー、あそこに

漁船が右方向に向っているんやが・・・。」「岸本、ポ

ート・テン。」「ポート・テン・サー。」 

ポート・テンとは左１０度に舵を切れと言う意味だ。 

航海中のオッサーの指示にはコーター・マスターは尊敬の意味を込めて最後にサー

を付けるのが習わしである。 

俺の目も慣れたのか、暗闇の中を走る漁船の形まで見えて来出した。綺麗だ、素晴ら

しい。周りの陸
おか

の光までも輝いている。俺も船乗りになった実感が少しずつ沸いてきた。 

「岸本、ミジップ。」「ミジップ・サー」ミジップとは舵(Rudder=steering wheel)を

中央に戻す(Wheel Mid-ship)事である。ワッチの交代の時間が近づいたのでコーヒー・

カップとソーサーをトレイに乗せてパントリーへ持って帰って片付けた後、メスルー

ム（部員食堂）に入って行くと、ワッチのない殆
ほとん

どの部員連中が集まってテレビを見

ながら談笑をしている。 

メスルームには漫画、週刊誌、海運関係の小説、

サラリーマン小説などがミニ図書館として設置

されている。俺はなぜか昔から漫画を見たことが

ない。だからはなから漫画に興味はなかった。そ

してふと目に止まった小説が『海の鷲
わし

』だ。よぅ

し、勉強出来る時間がないのならバカみたいな小

説を読むのもいいな、と思いつつそれを部屋に持

って帰る事にした。 

部屋に帰り、二段ベッドの下の段で寝そべりな

がら、少し読んだだけで疲れから深い眠りについ

ていた。 

朝、目覚まし時計で目が覚めたのは 5時半だっ

た。外はもう白み始め霧で霞んで幻想的な神戸の港が見えていた。オヤジは完全に俺を
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意識して早起きしてギャレーに先に行ったみたいだ。俺は部屋の中にあるベーシン

(Basin=洗面台)で歯を磨き、顔を洗って、サロン服に着替えギャレーに入った。 

「お早うございます。」大きな声で挨拶
あいさつ

をすると、「サロ

ン、普通は俺よりも早く起きてギャレーに来るもんだぜぇ

ー。お前、少し弛
たる

んでるんと違うか？」とオヤジが言った。 

俺はどうして良いか解らなかったけれど、「はい解りまし

た、明日から気を付けます。」 

確かに俺は新人だ。だがこんな年下の人間に舐
な

められて

たまるか。俺は高校時代は陸上も、水泳でもヒーローだっ

た男だぜ。だが今は何も抵抗せず、ただ黙々と決められた

作業をこなすだけである。 

やっと食事が終り、後片付けをしていると、『ポー・・・・・』

汽笛が鳴り本船は神戸の港へゆっくりと向かっていった。 

「デッドスロー(Dead Slow=最低速)。」「デッドスロ

ー、サー(Sir=上官に対する敬語で、言葉の最後に付け

る)。」 

「アスターン(Astern=後進)。」「アスターン、サー。」「表
おもて

、ライン取りました。」「表
おもて

ライン取り了解。」「艫
とも

タグ押してください。」「タグ了解。」「艫
とも

ライン取りました。」「艫
とも

タグ放してください。」「タグ了解。」「表ヘッドライン取りました。」「表ヘッドライン取

りました。了解。」「艫
とも

スプリングライン取りました。」「艫
とも

スプリングライン、了解。」 

あわただしい艫
とも

の作業とマイクの音が止み、『ガラガラガラ・・・』とタラップ

（Gangway=ギャングウェイ）がコーター・マスターによって下ろされた。 

片付け終わった後、本船の作業を

呆然
ぼうぜん

と眺めていると、「サロン、お前

なにしてんや。」主調事が怒鳴
ど な

って

きた。 

なんと、俺の田舎では見たことも

ない顔が小さく、俺の臍
へそ

ぐらいまで

ある足の長いお人形さんみたいな

女性三人がサロンルームに入って

来るではないか！！！ 

「処女航海、おめでとうございます。これは神戸市からのお祝いのお品でございます。
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どうぞ。」「おめでとうございます。どうぞ。」 

立て続けに三人の美女から高そうな日本人形と花束を手渡された船長の顔は、あの

威厳のある風貌からは想像もつかない位に真っ赤になり、「サロン、お茶。」と言う声も

明らかに上ずっている。 

「処女航海は何処に行かれるのですか？」「あ、あ、あの横浜の後、基
キー

隆
ルン

、高雄
カオシュン

、マ

ニラ、シンガポール、ポートセッテンハム、ペナン、その後は未定です。」「わー、いい

ですね、私も行ってみたいです。」「宜しかったら我々と一緒に行きますか。」冗談を言

いながらも声は完全に上ずっている。俺だって他人から見れば、相当上がっている様に

見える筈だ。ものの五分も経たない内に彼女らは元
もと

来たタラップから下りて行った。船

長は何か余韻を楽しんでいるかのようだった。「サロン、どうや、今のはミス神戸や、

日本にもいい女がいるものやなー。」その様な事を話していると、チョッサーがチョッ

サーの部屋のドアを開き、「サロン、お茶五つ。」と大きな声で俺に言ったので、俺は「は

い。かしこまりました。」と返事をして、コーヒーを五人分用意した。 

チョッサーの部屋は一階のタラップから入った一番奥にあり、ドアを開けると、サロ

ンルームに通じるパッセージがあり、サロンルームのドアを開けっ放しにしていれば

サロンルームにいる俺にはよく聞こえるのである。すべての部屋のドアの鴨居
か も い

に所に

英語で職名が書かれている。チョッサーの部屋にも『CHIEF OFFICER』と書かれて

いる。本当ならば、チーフ・オフィサーと呼ぶところみんなはチョッサーと呼んでいる。

セコンドッサー、サードッサーも同様に呼ぶのである。 

チョッサーの部屋に入ると、

船会社の代理店の人と、少し怖
こわ

そうな顔つきのフォーマン

（Fore Man=荷役頭）と呼ばれ

る人達がいた。表の方ではウイ

ンチが唸
うな

りをあげてポンツーン

（Pontoon=金属製のハッチの

蓋
ふた

）に載せられたと呼ばれるハッ

チ(Hatch=艙口）の蓋
ふた

を取り外

し、オンデッキ(On Deck)の方に

重ね始めている。オンデッキと

はブルワーク(Bulwalk=舷側)とハッチコーミング(Hatch Coaming=ハッチの枠の縁材)

の間のデッキの事を言う。 
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一方岸壁側ではスチール・コイル(Steel Coil=自動車の車体の外板をプレスして作っ

たり、電化製品の外枠をプレスするために

用いる )や、スチール・プレート (Steel 

Plate=これを切断し、溶接などで大きな機

械や装置を作る)を積んだトラックやケー

ス(Case=中が見えないように、又外部か

らの接触を避ける為にされる)物やクレー

ト(Crate=透かし梱包)に入った機械など

を積んだトラックが所狭しと並んでいる。 

別のトラックからはパレット(Palette)

の上に積まれた缶詰やビール等が入った

カートン（Carton=段ボールの箱）などもフ

ォークリフトによって下ろされている。 

凄
すご

い、全く凄
すご

い。普通に生活をしていれば

道路を走っているだけでも怖いと思えるよ

うなデカいトラックがこんなに多く並んで

いるのを見る事が出来る所はそれ程は無

い。船って凄
すご

いなぁと感心する。 

チョッサーの部屋からお客さんが出て行

ったので、出したお茶のコップを片付けに

行った。 

「サロン、荷役は三日ぐらいか

かるから、神戸の街でも見てきな。

ここはメリケン波止場と言ってな

ぁ、アメリカンが訛
なま

ってメリケン

波止場と言うんや。小麦粉の事を

メリケン粉と言うようにな。」「ど

こが有名なんですか？」「そりゃー

元町通りやな。国鉄の三宮から大

体、元町駅までの商店街や。代理

店に本船から三宮までの通船バス

を頼んどいたから時間表を見て遊
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んできな。」なんと本船からバスが一時間ごとに一本出ていると言うではないか。しか

も無料で！ 

バスは六時半に本船から出発した。本船は荷役
に や く

の真っ最中で、デッキと、エンジンの

4～8時のワッチ(Watch=当直)の連中が当直に当たっていた。バスには湯沢ボースンと

山本、谷本のセーラー二人とワイパーの井上とナンブツーの西崎さんが同乗していた。

「お前ら何処に行くんぞ？」ボースンがセーラー達に尋ねた。谷本が「『キャビンです。』

一年前に『ギャラン』におった子が移ったんですわ。めちゃめちゃ可愛い子で、広島の

ドックから電話したら絶対来
き

てって言いよったんですよ。ボースンは？」「俺は『思い

出』かのう。あそこの姉
ねー

ちゃんは年取ってるけど、俺らはそっちの方がええんよ。」「め

っちゃ婆々
ば ば あ

ばっかりですやん。」湯沢ボースンと谷本は愛媛県宇和島の八幡浜出身で近

所らしいが、商船乗りは愛媛県宇和島、高知

県中村、宮城県気仙沼などの出身が多く、

賄
まかない

は長崎県口之津出身が多いらしい。だ

から結構派閥があって他府県から来た連中

は少し遠慮をしている節がある。 

「おい、サロン、お前はどこに行くんや。」

「俺は元町をぶらぶらしに行きます。」俺だ

ってプライドがある。同年代の奴
やつ

に本船内

ならともかく陸
おか

で『サロン』って呼び捨てにされたくない。それに奴らみたいに大きな

声で女の話している連中と一緒にいれば俺まで同じにされてしまう。俺は三宮で降り

て単独行動をすることにした。 

元町のアーケードはすぐに見つかった。俺は大阪生まれでもミナミ派で、上品なキタ

とは違い、庶民的な南が好きである。ミナミとは近鉄奈良線、南大阪線、南海電車の沿

線の人間が集まる心斎橋筋、戎橋筋を中心に賑
にぎ

わいを見せる地域であり、芦屋、神戸、

宝塚、京都を通る阪急電車、並行して

走る、阪神電車の止まる梅田駅、国鉄

の大阪駅を中心として、阪急百貨店、

阪神百貨店、阪急東通り商店街、夜の

梅田新地を抱えて繁栄している上品な

キタと比べかなり見劣
み お と

りしている。 

神戸の元町通りはそれらとは異な

り、アーケードが広々として、少しヨ
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ーロッパ的な異国情緒の溢れる通りである。と言いながらも俺はヨーロッパどころか

何処の外国にも行った事が無いのだが・・・。 

通りには布施 明の『霧の摩周湖』

や城 卓矢の『骨まで愛して』などの

曲がレコード店から聞こえて来る。バ

ターやチーズの香りに満ち溢
あふ

れる通り

を高校時代に買ったアイビー・ルック

に身を纏
まと

い、高級そうな洋服店などを

あてもなく見ながらこれからはコンチ

（コンチネンタル・スタイル）などと、

自分で勝手に納得して歩いていた。 

高校時代はクラブ活動で腹ペコになって家に帰り、銭湯に行って、飯を食って、テレ

ビを見てバタン・キュウと眠っていた俺には何故かこの明るいアーケードは別世界に

見える。昔は大したあてもないのに只ぶらぶらと歩く様なことは余りなかった。今、商

店街を歩いているのだが、何故かどこも見えていないのである。自分の人生をこの本船

に預けた事への不安感と期待感が、相互に俺の頭の中を駆け巡っている。俺の過去のい

ろいろな思い出等がよぎる。そうしている内にいつの間にか元町まで来てしまった。今

度は阪神電車のガード沿いを三宮方面にぶらぶらと戻って行く事にした。 

この通りはスナックなどの飲み屋街が連
つら

なっているので多分、セーラーの谷本らも

この辺で飲んでいるのだろう。戎橋筋や、心斎橋筋で昼間おばさん達が着ている着物と

は違い少し明るいめの派手な着物を着た、いかにもママさんのような女性や、洋画で見

るパーティー・ドレスに似た艶
あで

やかな色の、安っぽい服を着た女性達が、「有難とうね、

又待ってるから。」とか、「いらっしゃい、ハーさん待ってたのよ。なんで来てくれへん

かったの？」「ごめん、ごめん。来たかったんやけど、部長が俺をいつも連れまわすか

ら来られへんかったんや。」なんか大人の会話が飛び交っているのを横目に、ある種の

虚
むな

しさも感じながら歩いていると、「なんや、サロンやないか。どおしたんや。」見ると

湯沢ボースンが声をかけてきた。「今から通船バスで帰ろうと思ってるんです。」「サロ

ンは、 賄
まかない

の道を進むんか？」「本当は俺、外国に行って働きたいねん。」「お前な、賄

でおる内はそんな事絶対に船では言うなよ。」「賄の仕事が出来るようになってからや

ったらまだええけど、今の間は黙っとけ。」「なんでですか？」「そりゃー当たり前やろ。

賄をやる気のない奴に主調事がどおして真面目に仕事を教えられるんや。セーラーだ

ってそうや。コーター・マスターの前で俺、オッサーになりたいんやって言うたら・・・。
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乙免を何回も挑戦しても受からない奴がおるんや。俺もその口じゃ。うちの母ちゃんも

早く士官にならな近所に恰好
かっこう

悪
わる

ぅてしゃぁないけんて言われたけど、いつの間にか四

十五歳になってボースンになって

しもた。今更乙免
おつめん

取れたとしてもサ

ードッサーから始めたら給料下が

ってしまうけん、もう諦
あきら

めたけど

のー。そりゃー士官服着て仕事した

いし、近所で聞こえがええし、息子

も友達に大きな顔が出来るしな。で

もなぁ俺らはまだええ方や。八幡浜

やったら漁船乗りや、機
き

帆船
はんせん

に乗っ

てる奴
やつ

らが沢山
たくさん

おるけんなぁ、商船

乗りちゅうたら聞こえもええし。」 

乙免
おつめん

とは乙種船長、乙種機関長、

乙種一等航海士、乙種一等機関士、

乙種二等航海士、乙種二等機関士免

許を指す。これは東京商船大学、神

戸商船大学で、航海実習を終了した

学生の殆
ほとん

どが遠洋にも行ける甲種

二等航海士、甲種二等機関士の免状

が貰
もら

えるのに対し、東南アジア航路

のオッサーは殆どが近海航路まで

の制限がついた資格の乙免である。大体、水産高校、商船学校卒が多く、一般の船員で

も取れなくはない。また機
き

帆船
はんせん

とは昔は帆のついた船に補助エンジンがついている船

を指したが今は、小さな船の事を軽蔑を込めて、そう呼ぶのである。 

そうこう話しているうちにも通船バスの乗り場に着いた。十時半出発のバスは早く

も着いており、中には既に、野中セコンドッサー、ナンブツーの西崎さん、ワイパーの

井上が乗っていた。湯沢ボースンと俺が入ると、バスはすぐにメリケン波止場に向かっ

た。 

ワイパーの井上は、結構真面目そうなやつだ。専門書か何か知らないが『海文堂書店』

とかの本を買って来ていた。この時間に帰ってくる船員で少し飲んでいるのはボース

ンぐらいで、ほかの人間は買い物に行っただけのようである。メリケン波止場は結構近
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いので、バスはすぐに本船のタラップの所に横付けされた。 

『ウィーン、ウィーン…』本船では表
おもて

と艫
とも

に多数のアイランプ(Eye Ramp=光量の

大きい照明灯)でホールド(Hold=船倉)が煌々
こうこう

と照らされ、夜
よ

荷役
に や く

の真っ最中である。タ

ラップを上
のぼ

り、明日はオヤジより早く起きようと相部屋の方に下
お

りて行った。なんとオ

ヤジはまだ帰っていなかったので、机に座り、中国語の学習書を開いた。『ニーハオ』

『チョースー・シャンマ』『ウォー・オーラ』『ツーソー・ナーリ』台湾で通用するかど

うかはともかくとして、簡単な言葉から勉強し始めた。暫
しばら

くするとオヤジが少し赤ら

顔で帰ってきた。本船では未成年であろうがタバコと酒は本人の自覚次第である。 

俺は喧嘩もしたくないから、学習書をしまい、すぐさ

ま二段ベッドの下に潜
もぐ

り込んだ。そしてベッドの枕元の

蛍光灯をつけ、『海の鷲』を読み始めた。面白い、実に面

白い。これは翻訳者がいいことにも因
よ

ると思うがドイツ

人のカウント(Count=伯爵)ルックナーの物語で帆船時

代の終焉
しゅうえん

を迎えた頃の実話に基づいているのである。

しかし睡魔には勝てずに眠ってしまった。 

今日は目覚まし時計なしでオヤジより早く起きられ

た。と言うよりウインチの『ウィーン、グー・・・』と

言う音で目が覚めたのだ。船の朝の食事はいたって簡単

なものである。ご飯と、秋刀魚の味醂
み り ん

干
ぼ

しと大根

おろし、納豆、煮干しでだしを取った味噌汁、味

付け海苔、白菜の漬物である。変わるのはみそ汁

の具と干物の種類ぐらいである。それにいかの塩

辛がいつも付くのである。大阪出身の俺には甘納

豆は知っていても納豆を見たのが初めてだった。

『何じゃ、これ、臭っさー。』最初は気持ち悪か

ったので、オッサー連中に出すことも躊躇
ちゅうちょ

した

い位だったので自分ではまだ食べたくなかった。 
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船乗りの朝の食事は七時半からである。

サードッサー、サードエンジャーが同時に

サロンへ入ってきた。「やっぱ、新船は違い

ますなー。ダイナモ(Dynamo=発電機)のエ

ンジンの音が違いますわ。」 

サードエンジャーが話し出すと、サード

ッサーが「わしも蒸気のウインチしか経験

してないから。油圧はいいですなー、セー

ラー連中もグリス(Grease=蒸気のシリン

ダーとシャフトの所に十分
じっぷん

ぐらいおきに塗る潤滑剤
じゅんかつざい

)をいちいち塗らなくていいし、カ

ーゴ・ワイヤー(Cargo Wire=貨物を吊
つ

り下げするワイヤー)も 18ミリワイヤーだから、

しょっちゅう変えなくてもいいから楽
らく

しちょっとですよ。」も話し始めた。 

以前のカーゴ・ワイヤーは１０ミリが多

く、ワイヤーの中の芯に浸み込ませている

油の乾きが早く、錆とか摩耗が速いために

取り換えるインターバルが短かった。 

その後、キャプテンとチェンジャーが入

ってきた。「サロン、昨日は遊んできたか？」

「いや、お金もないから元町をぶらついて

ました。」「まぁいいや、台湾に行ってみんし

ゃい。可愛いシャオチェ（小姐）がようけお

るよってなぁ。」 

またこの話だ。俺をからかっているのか。船員って女の話しか無いのかと思う位であ

る。うんざりだ。 

チョッサー、ファーストエンジャー、パーサー、セコンドッサー、セコンドエンジャ

ーがその後立て続けに入ってきた。俺って愛想がいいから、からかい易いのか。太りき

ったパーサーもニコニコして、「台湾はいいぞ。」等と俺の顔を覗
のぞ

きながら、談笑してい

る。俺は早く荷役を見たかったので食べた皿をどんどん引いてテーブルにお茶と、灰皿

だけを残して、部員食堂に食事をしに行った。 

「ボースン、あのアキっていう雌
めす

猫
ねこ

、ガイな悪
わる

ですわ。二人で飲んで、四万五千円取

るんじゃけん。『お前、俺を何と思っとるんじゃ！』と言うたらガイにデカい男が出て

きて、『なんかご不満でも？もし宜
よろ

しければ他のお客様の迷惑になりますので事務所で
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お話ししましょうか』なんぞ言うもんやから怖くなって払ってきたけど、もう二度と・・・

アキの奴！！」 

「お前は何回言っても馬鹿やねぇ。俺と静かに飲んでたらそんな痛い目に合わんけ

ん。」さすがにセーラーの谷本も、ぐうの音も出ない。同僚の山本迄もが谷本のせいで

被害にあったのだ。「神戸は怖い、俺もう神戸では遊びませんから。」「お前は馬鹿よ、

お前みたいに女に騙
だま

される奴は、何処へ行っても騙
だま

されるけん。おまえは女を見る目が

ないのよ。馬鹿ったれが。」「今日も他
ほか

の所でもええから遊びに行きんさいよ。」 

食事をして、サロンの片付けと便所掃除をした後、表
おもて

の方を見れば荷役
に や く

作業がどん

どん進んでおり、早や本船のホールド(Hold=船倉)のボトム(Bottom=船底)が見えなく

なっていた。 

港では、荷役会社、及び荷役作業員の事をステベー(Stevedore=荷役作業員、沖仲士)

と言う。彼らの事を荒くれ者の集まりだと捉
とら

える人達もいるかもしれないが、このよう

な危険な作業をテキパキと指示に従って順序立ててこなしている姿は、一般の会社で

は見られないかもしれない。彼らの誰もが、ヘルメット、作業着、ゴムをコーティング

した軍手、安全靴をぴちっと身に着けており、これぞ日本人だと思う。 

なんとなく 掌
てのひら

がピリピリする。 皸
あかぎれ

だ。本船の食器洗いの洗剤が、名前のあまり知

れていないメーカーの洗剤なのである。掌
てのひら

から少し血が出てささくれ立っている。今

まではあまり気付かなかったけれど、治らなかったらどうしようか？いやその内慣れ

るかもしれない。しかしこんなになったのは初めてである。 

本船に設置された臨時の電話から高校時代の彼女に電話をしてみた。彼女も懐かし

がって、今日三ノ宮に来てくれると言う。俺は下働きをしている所を見られたくないの

で、本船じゃなく、三ノ宮で会うことにした。だけど本当は本船を見せたかった。しか

し俺は高校時代のヒーローである。人に弱みは見せたくない。 

仕事が終わって、彼女と会えたのは、昨日と同じ八時ごろだった。 

通船バスから降りて三ノ宮の駅の改札の近くに向かうと「仁科くーん。」彼女が駆け

寄ってきた。彼女は俺の性格とは対照的で、少し控えめだが明るい

性格の可愛らし背のスラーとした子である。「茶店
さ て ん

でも行こか。お前

元気そうやな。」「そらそうや。高校卒業したら自由時間があるしな。

仁科君も元気そうやな。」「俺、元気ないわ。今は下っ端やしな。あ、

ここ、ここ、昨日ええ店やと思ってチェックしといたんや。」『シャ

ンゼリゼ』という恰好いい喫茶店に入って、元町通りに面したテーブルに座った。「え

えなーこの店。やっぱり神戸やなー。仁科君、これ。」彼女がくれたのは(桃の花)と言う
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ハンドクリームだった。 

「多分ええと思うよ。」「有難う。」「俺、絶対にビッグになって帰ってくるからな。男

はな、甲斐性
かいしょう

が無かったらあかんからな。今の俺には人、一人として食わせられる甲斐性
かいしょう

が無いからな。それからやりたいことが山程あるし、まー頑張るわ。」 

俺の性格では『お前が好きや』等
など

という事

が、俺が本当の意味で独り立ち出来るまで

は言えない。「お前、就職するって言ってた

けど、決まったんか？」「うちなー、親が大

学に行けと言うから、今、女子大に行ってる

んや。卒業したら保母さんになるつもりや

ねん」。彼女の気持ちは分かっているのだ

が、俺にはプライドがある。 

「ここのコーヒーおいしいな。仁科君、今度いつ帰ってくるの。」「分からんわ、帰っ

てきたらまた電話するから。」 

暫
しばら

く会っていなかったので昔のいろいろな思い出を語った。そのあと昨日歩いた通

りを元町まで話しながら歩いた。そして元町で別れる事にした。と言うのも俺は一人で

歩きたかったのだ。 

俺はだんだん自信が無くなって来た。彼女の家は小規模とはいえ町工場の社長の娘

であり、俺の方は安サラリーマンの息子だ。俺はやるしかないと思っているし、少なく

ともスポーツには自信があった。しかし社会人は違う。そんなことはプロ選手以外に通

用しない。彼女とはいつも会いたいと思うが、会っているうちに俺の現在の不甲斐無
ふ が い な

さ

が許せなくなって来るのである。人生、どう転
ころ

ぶか解りゃーしない。どうにでもなれ！！ 

本船に帰って、部員食堂に入って行くとセーラーの谷本がぼんやりとしながらテレ

ビを見ていた。「おい、谷本、お前、行かなかったのか？」「行くかいな、あんなにぼっ

たくられたら、むかむかして、それに金も無くなったしな。サロンは酒は飲まんのか、

よかったら一緒に飲みんさいや。」どうやら主調事に氷をもらって、自分で買ってきた

ウィスキーにそれを入れているらしい。「いいよ、飲もうぜ。」「仁科は専務の甥
おい

らしけ

いど、今の乗組員の半分以上がみんな山下専務さんの子分みたいなもんや。宇和島では

結構みんな知ってるぜ。俺なんかは水産高校出てから船乗りやってるけど、ここなんか

みんな大人
お と な

しいもんや。船乗り仲間では、鬼の天山、蛇の山名、それより怖い川ノ内言

うてなガラの悪い船会社があって、そう言うところに入ったら地獄やでー。それになー、

タンカーや鉱石船なんかやったら、おもろい所へ行
いけ

へんからなー。本船みたいな在来船
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は荷役が遅いからどこの港でも二、三日はいるし、行く港もええ港ばっかりやから、最

高やで・・・・・。俺も馬鹿やで。あんな奴に電話せーへんかったらよかったのに井上

にまで迷惑かけてしもうた。飲みんさいや。サロンは頭が良さそうやし、俺らみたいな

水産高校上がりと違うわな。でもな、船乗りは頭が良かっても関係ないんや。仕事が出

来るか出来ないかや。頭はあんまり関係ないんや・・・・。サロン、いけるやないか。

乾杯、乾杯、サー飲みんさいや。それからサロン、ボンド品注文したんか。タバコと酒

や。ハイライトも洋もくもワン・カートン大体八百二十円ぐらいや。酒は普通の半額や。

これは外航船の船乗りの役得や。サロンも適当に注文しときんさいや。未成年なんか関

係ないから。」 

ボンド品とは免税の品物の事である。外航船は免税品の取り扱っている港で、免税品

を購入した後、本船にあるシール・ストアー(Seal Store=封印庫)に全部入れて税関に封

印をしてもらい、日本最終港を出港後にシールを解除するのである。 

谷本は単純だが人がいいように思えた。なんだか頭がぐるぐる回転し始めた。最近は

あまり酒を飲んだ事が無かったので弱くなっているのかも知れない。新米なので酒で

潰
つぶ

れてしまっては、どうしようもないので、地下一階の相部屋に戻ることにした。駄目

だ、もう駄目だ。何も出来ない。俺はすぐに睡

魔に襲われた。 

 

『グィーン。』ウインチの音で目が覚めた。も

う五時だ。オヤジはもう部屋にはいない。しま

った。オヤジにまた先を越された。ギャレーに

行くとオヤジはもう昼の仕込みに取り掛かって

いた。主調事が毎日夜の間に翌日のメニューを

ギャレーの壁にいつも貼っておくのでオヤジ

は、それを見て仕込みをするのである。もうこ

うなったらあまりぺこぺこして謝る気にはなれ

ず半ば開き直って、「遅くなってすみません。」

普通の声で事務的に謝った。オヤジはムッとし

ているに違いない。 

パッセージ(Passage=本船の狭い通路)の掲示板に『本日ミッドナイト荷役終了予定。

明朝６時出港予定。』と書かれていた。 

今日は陸
おか

に上がれないと思いつつ、サロンルームの配膳をしながら、『俺は年下の小童
こわっぱ
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に使われるのは今までになかった。実にムカつく。こんなことで悩むな。悩むのだった

らもっと大きなことで悩め。』こんな事で悩んでいる自分が情けなかった。 

今日のメニューは、アジの干物と大根おろし、キャベツの入った煮干しだしの味噌汁。

味付け海苔、納豆、又テーブルにはいつも通りのいかの塩辛と白菜の漬物である。うる

さそうなセコンドサーが一番に入ってきた。「サロン、お前やっと慣れてきたな。俺な

んかは、昔ボースンによくぶっ叩
たた

かれたもんや。ワイヤー差しがなかなか出来なくてな

ー。『お前のために荷役が出来なんだぞ』とかよく言われたんだ。他のセーラーは物凄
ものすご

く早かった。俺は不器用だから、腕を血まみれにして必死になってやったもんや。どん

な仕事でも必死になってやらなきゃーいけんぜ。」セコンドッサーは俺を見ながらどう

やら自分の昔を思い出しているようである。ワイヤー差しとはワイヤーの両端にアイ

(輪っか)を作ることで、すなわちワイヤーの両端をフックに掛けられる様に加工するこ

とである。続いてセコンドエンジャー、サードッサー、サードエンジャー、チェンジャ

ー、キャプテンが入ってきた。俺も少しご飯のつぎ方がうまくなったように思う。士官

の中には、アミの塩辛や、酒盗
しゅとう

（カツオの塩辛）を持って来ていたりしている。どの塩

辛も俺が見たことも無いものばかりである。だいたい大阪生まれの俺は塩辛自体も知

らなかったし、納豆自体も論外だ。チョッサー、ファーストエンジャー、局長、パーサ

ーも入ってきた。 

「サロン、今日は、シッパー(Shipper=荷送人、荷主)が本船に来るみたいやから、早

く片付けておいてくれないか。それからお前、酒が飲めそうだから、レッドみたいな酒

じゃなく、ブラックニッカでも五、六本買っといた方がええよ、タバコもワンカートン

ぐらいは買っといた方がええよ。」とチョッサーが言った。 

俺は、セブンスターを５カートンとスリーファイブを

２カートンや。」俺が未成年なのにボンド品を勧めるなん

て信じられない。 

しかしやっぱりブラックニッカ３本と、ロスマン・イ

ンターナショナル(Rothman International)を１カート

ン注文することにした。 

みんながサロンから自分の部屋に帰って行った後、早

速サロンを片付け、床を、モップで拭き、パントリーでみ

んなの食器を洗い、彼女からプレゼントされた『桃の花』

を手に塗って、サロンで主調事に言われたとおり待機す

ることにした。 
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暫
しばら

くしてシッパーと言われる男の人がサロンルームに入ってきた。あれ、俺らがた

まに着る背広と全く違う。体にピッタリとしており、俺らが背広だと思っているよう

な物ではない。生地といい、色といい全くの別物である。この人たちは偉い人たちだ

とすぐに判った。ようし、お金が貯まったら、絶対いい背広を買うぞ。また彼らの言

葉には品がある。俺らはこの人達からどう思われているのだろう。その様な事を考え

ながら、トレイの上にソーサーを置き、コップにコーヒーを入れた後、主調事から今

朝教えられた通りに客の方から見て、取っ手側を左に、スプーンの持ち手は右にして

出したのだ。 

カップの正面は取っ手の左側と言う事らしい。だから正面に絵柄が書かれているこ

とが多いらしいのだ。チョッサーは彼らをブリッジに連れて行ったり、デッキの方に

行って荷役を見せたりしていた。俺は彼らを見て『おれも絶対シッパーみたいになる

ぞ』と改めて思った。 

今日からは一流のサロンになるぞ。俺はそう思う。たとえ短い期間であろうともサロ

ンの理想形をやろうと思う。 

デッキ(甲板部)の方を見れば、荷役はどんどん進んでおり、こんな大きな船に、こん

な短い時間でしかも整然と本船のホールド(Hold=船倉)内に積みつけられて行こうとは

想像すら出来なかった。 

今日の昼食は、舌平目のムニエルに、ポテトサラダ、キャロットのスイートソテー、

いつも通りのコールスローをプレートに盛り付けるらしい。「サロン、マヨネ－ズを作

ってみろ。」主調事に言われるまま、卵の黄身三つをハンドミキサー(Hand Mixer=泡だ

て器)でかき混ぜながら、少しずつサラダオイルを入れていった。するとだんだんと固

まっていくではないか。お酢を少しずつ入れていくと市販のマヨネーズのような硬さ

に柔らかくなってきたので、塩と胡椒とマスタードを入れて味を調えて行った。なんと、

マヨネーズが出来たではないか。 

このマヨネーズを蒸
ふ

かして潰
つぶ

し冷
さ

ましたポテトとボイルしたキャロットの銀杏切
いちょうぎり

と

塩もみしたキューカンバーのスライスの中に入れた。するとどうだろう。市販のポテト

サラダよりもおいしいではないか。プロとはこう言うものなのかと感心した。 

今日は局長以外みんなが慌
あわ

ただしく動いている。俺は少し疲れていたので昼寝をす

ることにした。ウインチの音もあまり気にならなくなって、むしろ心地よいぐらいだ。 

夕食はカレーライス。荷役でみんなが忙しいので、簡単に食べられるカレーライスで

ある。サロンルームではチョッサー、ファーストエンジャーは、手じまいのため食事を

急いで食べ、それぞれの部屋に帰って行った。セコンドッサー、サードッサー、セコン
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ドエンジャーの家族が神戸で降りるので、彼らも同様に食事を急いで食べて部屋に帰

って行った。勿論家族もメスルームで食事をして部屋に戻って行った。サードエンジャ

ーも話し相手がいないのでそそくさと部屋に戻って行った。チョッサーの部屋では

手仕舞
て じ ま

いのため、いろんな人が出入りしている。その度に俺はお茶を持っていくのであ

る。 

手じまいとは出向のための鉄好きのことである。 

やっと、ウインチの音が止まった。デッキを見ると、すで

にハッチカバーが掛けられ、ディレック・ブームも所定のス

タンドに倒されて、動かないように固定されていた。そして

部員食堂に行くと、ボースン、セーラー、ワイパーらが夜食

を食べている。部員食堂では、ご飯と、漬物などがあり、彼

らは自分で買ったそれぞれの好みの袋入りのインスタントラ

ーメンを電熱器で温め、ラーメンだけをまず食べて、残った

その汁の中にご飯を入れてまた火にかけるのである。 

彼らは力仕事をするので、その食欲たるや凄
すご

く旺盛である。俺も、負けじと３０個が

入ったケースで買った、『サッポロ一番味噌ラーメン』を同じように食べ、部屋に帰っ

て行った。 

 

 

 

 


