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根室地方の鮭鱒ふ化事業沿革

末武敏夫

9. 西別川 1億粒放流計画

大正 9年 (1920)根室外四郡水産組合

は道庁に対し西別川鮭続魚捕獲に関し，

組合経常を請願した。これは早速西別支

場に照会されてきたが，支場長内海技手

(大正 8年から従来の支城主任を支場長

に改正〉は次のように答牛した。このこ

とは組合時代の稚魚放流拡は年間 1千万

粒以下であったものが試験場経営となっ

てからは，河川内漁業権の休業措置など

によって逐次増加して 2千万粒程度に向

上したが，さらに西別川で 1億，その他

河川で 5千万粒，根室地方の沿岸漁獲を

安定させるためには少なくとも 1億 5千

万粒の称魚、放況をしなけれぽならないと

の内海支場長の理想を小池組長に進言し

小池氏は恨室地方否北海道の鮭鱒漁業を

安全に維持するには，人工ふ化放流以外

には絶対あり得ないと L、う確信を持ち，

組合員その他の人々の反対を押切り後年

根室地方の重要河川|にふ化喝を設立する

端緒ともなったのであるc 当時ふ化場と

いえば，試験場経営西別支場と組合経営

の羅臼・伊茶仁〔天然)，標津の各人工

ふ化場があったが，組合ではさらに，

大正 3年伊茶仁鮭人工ふ化場

大正 4年野塚麻布移殖場

大正 5年奔別鮭人工ふ化場

大正 8年 当幌川第 l鮭人工ふ化場

(下)

大正 9年 当幌川第 2鮭人工ふ化場

(上)

大正12年薫別鮭人工ふ化場

大正13年風連川鮭人工ふ化場

と毎年のように続々と設立されたことは

驚異であるとともに先人の偉業には頭の

下る思L、である。

記

一.西別川既設鮭人工ふ化卵子収容最大限度ハ

左ノ如、ン

ープ・西別支場収容力

一.奔別ふ化場収容力

合計

三千万粒

二千万粒

五千万粒

西別川湖上鮭続魚、中捕獲採卵ニ供スノレ尾数ノ、

最近五，六年間ノ実況ヲ見ノレニ湖上数ノ約三

分ノーニシテ其他ハ別紙根室外四郡水産組合

出願記載ノ如ク西別川上流ニ於テ天然産卵ニ

委セアノレモ湖上尾数箆多ト産卵床面積ノ僅少

ニヨリ空シグ相撹梓シテ到底完全ナノレ天然繁

殖ノ実績ヲ挙ゲ、得ザノレ事ノ、明ナリ故ニ親魚、湖

上数ェ対スルふ化場ノ拡張ハ最大ノ急務ナリ

ト信ス今主主ニ施設ノ方法ヲ挙ゲレパ左ノ如シ

lイ) 西別支場所在ふ化放流数参千万粒ヲ更ニ

弐千万平立ヲ増加、ン合計五千万粒ニ拡張スノレ

コト

(ロ) 恨室外四郡水産組合経営ノ奔別ふ化場ヲ

北海道地方費ニ移、ン西別支場付属トシテ経

営セシメ而シテ現在一千五百万粒ヲ更ニ三



千万粒ニ拡張スノレコト

以上商別川ニ於ケノレ鮭一カ年ノ放流数ヲ八千

万粒トス而、ンテ右ノ拡張ニ要スノレ西別支場及

び奔別ふ化場ノふ化室増築及び主主魚池ノ増設

ヲ要スレパふ化用水及び育水等ニハ事業上差

支ナク完全ニ適応スノレ事ト{言ス

西別川ニ於ケノレ鮭親魚採卵放流数ヲ一ヵ年壱

億万粒トナスヲ理想、トス

(コ.西別川親魚捕獲及び密漁取締等ノ官営ニ関

スノレ可否ノ、商別支場ニ於テ明治43年度ヨリ今

日ニ至ノレ拾ヵ年間根室外四郡水産組合ニテ実

施シ来リタル経過ヲ見ルニ鮭鱒ふ化事業上ハ

勿論其他ニ於テモ何等不都合ヲ認メタル事ナ

ク極メテ良好ナノレ結果ヲ挙ツツアリロ佐々西別

川下流密漁取締ヲ官庁直接之レユ当レパ其効

果一層大ナリト云ウニアノレモ之レ等ハ請願巡

査配置及び監督ノ如何ニ依ッテ可否ヲ論スノレ

モノナレパ何レニシテモ差支ナキモノトス若

シ官営トシテ之ヲ実行セントセパ西別支場現

在ノ予算及び人員等ヨリ之レヲ行ブ事ハ絶対

ニ不可能ナリトス故ニ従前ノ通リ民営トシテ

出来得ノレ限リ之ヲ充分監督スノレニアリテハ差ー

支ナキモノトス

甘.商別川現在ふ化場設備残余ノ採収卵子ハ既

設ふ化場ニシテ予定ニ達セサノレ個所ニ移殖ス

ノレハ第一ノ要件ナノレモ降雪ノ際交通ノ関係上

先ッ当幌及び標津ノ両ふ化場等ニ移殖スノレノ、

最モ適当ナノレモノトス然レトモ翻テ現在根霊

園沿岸ニ於ケノレ鮭ふ化事業ノ分布ハ一見西別

川ヨリ左岸標津， 日梨方面ユハふイヒ場ノ設備

各川ニ在ノレモ右岸ユ於テハ未ダーカ所モ見ノレ

事能ハス僅ニ遠ク野塚麻布移殖場アノレノミナ

リ将来エ於テ右岸適当ノ個所ニふ化場ヲ設ク

ノレハ根室水産組合事業並ニ根室国鮭鱒繁殖上

ノ急務ナリトス而シテ先ヅ第一歩トシテ根室

郡風連川上流ニふ化場ヲ新設シ西別川残余ノ

卵子ヲ移殖ふ化流放スノレハ最モ適当ナノレモノ

ト{言ス

10. 捕獲採卵事業

試験場経営となって分場時代は技手お

よび技術員が交互に出張し白から捕獲採

円(

・:に円

卵事業を行なっていたのであるが，決魚、

の捕獲設備や捕獲事業は組合が非公式に

実施していた。支場経営となってからも

この形態は継続されたのて、あるが，前項

のように組合の出願申請となり大正10年

(1921)からは長官認可によって正式に

西別川捕獲事業を担当することとなっ

た。けれどもその捕獲期間は，西別支場

収容設備に所要のもののみとし，残余の

分についてはさらに出願し奔別その他管

内ふ化場に収容するものとして指示され

た。また許可条件として，捕獲の位置，

期間，方法などは支場の指揮にしたがう

ほか，捕獲場主任を定めること，卵子の

運搬は組合負担とすること，事業上の必

要から鮭鱒各50尾以内を無代上納させる

ことがあること，毎年7月20日から12月

末日まで請願巡査4名および必要と認め

る監守人を配置することなどが規定され

た。

このころから使用された捕獲装置につ

いては型式が統一され， J]1j紙図のように

柱，梁， i1T，立責，流賞ならびに捕獲

槽，生賓が主体となっており，最近まで

根室地方ふ化場の多くが使用した。西別

捕獲場主任として小池庚古，多国金蔵，

上平八郎の諸氏赴任c

11.場員展望

北海道水産試験場西別支場経営は明治

43年カ通ら大正15年まで (191O~1926) 17 

年間実施されたが，場員の出入りも主任

を除いては可成り多かったc これらの人

たちの略歴を記載しよう。

岩崎栄三郎 明治 8年 5月福岡県に生

まれ父とともに紋別郡湧別村に移住し，

後明治44年12月定夫として(日給55銭)

採用，大正 7年 4月退職。



務されている。

田中林蔵 明治21年宮城に生まれ大正

6年東北農大卒業とともに西別支場に赴

任したが，熊が出ることを聞いて札幌の

狸小路でピストルを買って赴任したとの

ことである。大正14年水産試験場根室支

場長となり昭和 6年には再び西別に赴

任，西別鮭鱒ふ化場長として水生菌防止
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阿部荘吉 明治32年浜中村に生まれ大

正 3年組合の助手として西別(シュワン

プト〉捕獲場に勤務，後奔別ふ化場創設

とともに同場にも勤務中大正10年千歳支

場で実習後朝鮮に転出，間もなく釧路，

湧別，興部と各ふ化場を転じ昭和 9年官

営移管の際留別ふ化場に勤務終戦後渡道

して現在歯舞漁業協同組合根室支所に勤
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もなく病気退職した。

斎藤芳可 明治24年福井県に生れ田中

林蔵氏とともに大正 6年東北農大卒業後

1年おくれて大正 7年西別支場に勤務し

たが大正11年高島本場に転任した。

斎藤清作 明治15年新潟県に生れ大正

6年奔別ふ化場に定夫に雇われ翌 7年西

別支場に定夫として採用昭和4年退職。

にフォルマリン使用の実験に成功し田中

式改良ふ化器を考案し，その他種々の業

績を発表された。昭和13年には水産試験

場稚内支場長に転出，現在は仙台市聖和

学園短期大学に勤務されている。

大木仁左衛門 明治19年愛知県に生ま

れ大正 6年人夫として雇われ大正 7年岩

崎栄三郎氏退職のあと定夫となったが問



南今治郎大正 8， 9年小使として勤

務。

会 田庄作大正 8， 9年定夫と Lて勤

務。

木村利 吉向上

西飼円治郎同上

嵯峨三郎向上

武田惣蔵 明治25年山形県に生れ大正

10年臨時人夫として採用になり同12年定

夫となり同14年退職。

吉田剛一 明治33年青森県に生れ大正

10年千歳支場に雇として勤務翌日年西別

支場に転任，助手となり大正13年退職。

紺野春義 明治33年福島県に生れ大正

13年人夫として採用になり翌14年定夫，

昭和14年徳志別事業場に転任。

道上永吉 明治36年高島町に生れ大正

13年西別支場に助手として勤務。

以上のように支場時代では技手，助

手，技術員など 3 名，定夫，人夫が 3~

4名という陣容であった。

人夫の雇用は分場時代と異なり容易に

なってはきたが，その多くは大正12年(19

23)関東大震災以後のことで，それ以前

西別支場では依然アイヌの臨時的雇用が

多かった。第 1集でも述べたように虹別

アイヌはそんなに多い人数ではなく，大

正 7， 8年ころまでは和人の入地も少な

し戸長役場からの居住人員調べは西別

支場主任に照会していたほどで，その判

明の分は次のとおり。

明治41年 3月調は第 2集に掲載したの

で省略。

明治42年4月熊牛村外 2村からの戸別

割(村税〕示達書によるもの(上から 6

人までは場員)

山下平 造 3円75銭
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古沢鴻三 3円

森 運吉 2円25銭

山 本 勝 見 1円50銭

渡辺供太郎 1円50銭

大貫留松 1円50銭

榛 孝太郎 2円25銭

乙部捨松 1円50銭

榛 ホ ウ 1円50銭

金 田 源 八 1円50銭

川 上 重 太 郎 15銭

虹 別 庄 八 15銭

鈴 木 竹 松 75銭

近藤足治 75銭

土井舞太郎 75銭

土井三郎 75銭

宍 戸 磯 平 1円50銭

明治45年 7月には弟子幸太という人が

し、Tこ。

大正 2年熊牛村外 2村戸長役場から年

収照会に対する回答(大正 2年10月1日

調)~上から 5 人と最下段は場員。

内海重左衛門 480円

森運吉

山 本 勝 見

大貫留松

岩崎栄三郎

年収(以下同じ)

360円

300円

216円

216円

(恩給年金100円〉

乙 部 捨 松 1等

(収入不明に付適宜4等に分類〉

伊藤鶴松 2 

榛 幸太郎 1 

嶋太郎 1 

宍戸磯平 2 

土井三郎 2 

金 田 源 八 3 

土井舞太郎 3 
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川上千太郎

川上重太郎 3 

虹別庄八 4 

西別弓治 4 

鈴木竹松 4 

小池庚吉

大正 4年調 ( )内は年収( )ない

数字は日給

(4月〉

内海重左衛門 (480) 

森 運古 (360) 

大貫留松 (216) 

岩崎栄三郎 (216)思、100

乙部捨松 (216) 

伊藤鶴松 (190.80) 

生田栄蔵 ( 90) 

榛 孝太郎

t鳥 太郎

宍 戸磯平

土井三郎

金田源八

土井舞太郎

川上重太郎

虹別庄八

西別弓治

鈴木竹松

斉藤清作

生田彦市

(10月〕

内海重左衛門 (540) 

森 運吉 (384) 

大貫留吉 60銭

岩崎栄コ郎 60 

乙部捨松 60 

伊藤鶴松 55 

生田栄蔵 30 

以下上に同じ。

大正 8年にはさらに諏訪吉太郎，茅井

米太郎，戸田金治，進藤某，土井コト，

某宗五郎の名が見える。

12. 実習生の養成

明治42年 (1909)訓令第 6号をもって

水産伝習生規程が定められ，水産試験場

において水産に関する実務の伝習を受け

られるようになり「伝習生」と名付けら

れた。後には高島にある木場で、行なわれ

たが，西別支場におし、て次の人がそれぞ

れ実務講習を受けた。

山崎重吉 明治28年8月16日生れ，紗

那郡紗那村 6番地の人で，大正5年12月

から西別支場で養殖科実務講習を受け大

正 6年4月24日終了，規定により証書授

与された。

吉田武吉 明治32年 5月20日生，紗那

村 2番地の人であるが講習の詳細未調

査。

加藤寅之助釧路白糠水産組合検査員

で大正 9年11月から大正10年4月まで受

講した。

13.災害

この試験場経営時代における風水害，

火災などは割合に多かったようである。

年度順に災害の大きなものを列挙すれ

ば次のとおり。

大正5年 3月 1日水災…・・ 2月28日から

3日間雪まじりの雨が降り続き，つい

に 3月 1日未明，法こく氾らんして次

のような被害があった。

箇 所種 別規模

甲水源覆 木造板屋根 28坪

沈澱池深 3 尺 28坪

水源池堤防 高 6 尺 5閉

その他

大正 6年 4月20日山火・…・・支場付近山火



により夜から翌日まで場員によって防

火に努めた。

大正 8年 5月8日山火・…支場付近に山

火発生L構内にも入ったが，場員は消

火に努めた。

大正 9年 8月12日水害…...7月29日から

8月12日まで連日降雨があり特に 8月

4日から10日までは未曾有の豪雨であ

った。支場構内はもちろんシュワンプ

ト採卵場では捕獲施設完備後のことで

あり手の下Lょうもなく次のような被

害があり事業は 8月下旬まで着手不

能。

支場構内士橋 3カ所墜落

支場構内土砂崩壊 3カ所

採卵場構内採卵室 (20坪)傾斜

採卵場構内護岸堤防欠壊10間

採卵場構内組合所有草屋 3棟流失

大正13年 5月6日山火・・…-支場付近に山

火発生，場員一同消火に従事したc

大正13年 5月10日暴風・…・・未曾有の暴風

によって事務室およひ、倉庫が倒れた。

大正14年 1月13日暴風雪…・.12日から15

日までの暴風雪によって 1号官舎およ

び物置欠壊し，さらに請負新築工事中

の庁舎，板倉が倒壊した。

14. 水源酒養林

「木によって魚、を求めるの理」とは昔

からいわれていたところである。治山治

水は森林の保護，殖林が基盤となること

はもちろんである。魚付林，保安林，水

源泌養林などは，河川保護のため必要で

あるとともに魚族繁殖上からも，適切な

保存措置は重要である。内陸地帯の開発

が進められればなお更のことであるc

大正 2年 (1913)西別支場主任内海技

手は，これらの点から木場を通じ，せめ

43 

て西別川は水源池から下流ヤリソマナイ

川合流点付近までの聞は天然産卵床地帯

でもあり，また稚魚流下保護のためにも

是非必要であるから沿川林は伐採させな

いよう上申したc これは大正 2年4月13

日庁令第34号「堤防敷地特別使用規則」

発布に当つての対策でもあるc

ところがこの後の植民区画設計図によ

れば当幌111，奔別川流域には水源、福養林

として区画除外されているが，西別川に

ついて何等措置されておらないところか

ら再び大正10年に支場長(大正 8年から

支場主任は支場長と変更)内海技手は内

務部長にあてて善処方を強力に要請し

た。この結果西別川については現別海村

西別までは保安林として営林署，それよ

り下流は堤防敷地として土木現業所の所

轄するところとなったc (この保安林は

昭和26年法律第 247号保安林臨時特別措

置法によって地方自治体に売払処分され

さらに樹林は開拓者あるいは木材業者に

払下処分されていることは誠に残念なこ

とであるJ
大正14年 5月13日釧路営林署から落葉

松苗 2，000本の無償分与を受け，場員の

手によって支場構内に殖林し16日完了し

た。(現在構内の樹林はこのときのもの

である。)

15. 陸地測量

西別原野の植民区間は明治30年(1897)

の固有未開地処分法により同33年以後に

設定されたのであるが虹別地方の測量は

大分遅れたようである。

大正 9年 (1920) 5月27日陸地測量手

大森又吉氏は西別支場を根拠地として雇

用人夫とともに測量に当った。これには

旬日以上を要した模様で， 6月4日にも
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同測量手斉多大之助氏が同場に来訪して

いることによっても了解される。この測

量によって現在使用されている 5万分の

l地図が作成されたもので，ごく最近ま

でこのふ化場が水産試験場と記入されて

いたが，この当時の測量結果である。ち

なみに現この地(虹別事業場)庁舎前に

ある水準標高 218.9mの標石も当時のも

のである。

植民地区画測量は大正11年 (1922)道

庁植民諜田中技手が10月14日から同月22

日まで支場に滞在し測量を行なった。こ

の結果現在農地部から発行されている 2

万 5千分の l植民区画図である。

16 有害鳥獣駆除

さけ・ます増殖事業の行程中魚苗に与

える鳥獣類の被害は少なくなし、。大正 2

年西別支場では，主任内海技手および

森，山本技手連名をもって北海道庁訓令

第 318号によって，支場構内および採卵

場の有害鳥獣の捕獲駆除のための証票下

付を申請したo 8月から 9月10日までの

期間中の捕獲物を釧路警察署に報告した

ものは甲鳥25羽，河鳥27羽，鴨 6羽であ

る。また大正12年から13年 3月までの聞

に捕獲したものを北海道庁長官に報告し

TこO

鳥獣名 112月11 月12 月13 月l 計

昭島 4 6 4 3 17 
カワセミ 6 3 7 4 20 
カワガ?ラス 3 8 5 4 20 

カブト，鳥 5 2 8 
フ ク ロ 2 2 

セキレー 11 6 3 20 

百十 29 18 24 16 87 

備考養魚池付近

17. 根室鮭鱒養殖水産組合の設立

大正11年 (1922)12月8日根室外 4郡

水産組合は，ふ化事業開始30年を記念し

西別(シュワンプト)捕獲場において記

念式を挙行し，次の人にそれぞれ賞はい

と金一封を贈呈した。

内海重左衛門 賞状と金時計

伊 藤 鶴 松 (15年勤続)

賞状と銀側時計

大 貫 留 松 (12年勤続〕

賞状と銀ばい

大正13年 (1923) 4月 1日には根室外

4郡水産組合を改組し根室鮭鱒養殖水産

組合を設立発足した。

(組長小池仁郎，副組長石黒才吉)

(この項詳細調査中)

18. 摩周湖の養殖事業

阿寒国立公園の一部であり神秘な湖と

して広く知られている摩周湖は永田方正

氏によれば古来アイヌが mashun湖と呼

び「鴎の沼」と訳しているが，釧路市立

図書館の佐藤直太郎氏は，海岸から20余

里も離れている摩周湖のことを鴎の沼な

どということは考えられなし、o ~1I路地の

アイヌは鴎のことをカピウといっている

し，アイヌの古老はカムイトウ(神の湖〉

と呼んでおり，摩周湖の中島にまつわる

伝説から考えれば，むしろマは小島であ

り，シュは老婆， トウは湖と訳して，島

の祖母さんと訳されるとしている。

明治年間あるいはそれ以前には摩周湖

に関して湖沼学的な調査や魚族調査は行

なわれなかったようである。

エゾサンショウオ以外の魚族の棲息が

なかったこの湖に，大正15年 (1926)か

ら5カ年間，虹マス，スチールヘッド・

トラウト， クローフィシュ，河エビ類を

移殖して現在は虹マス魚苗供給地として



有名となったので、あるが，水産試験場西

別分場および西別支場時代養魚計画が樹

立されてから移殖するまでの経過につい

て記そう。

内海分場主任が赴任した大正 1年 (19

12)場員森技手は摩周湖の魚族探検をす

べく同年10月千歳支場に対して，姫マス

用刺網 2枚を小包で郵送を請い借用を申

入れた。(明治26年から 3カ年，藤村信

吉が阿寒湖から支勿湖にカパチェツプを

移殖し，後姫マスと名付け養殖を始めて

いた)千歳支場からは早速これを送って

よこすとともに「探検結果珍らしい魚族

を捕獲した場合は参考標本として寄贈を

要請」された。この後どんな方法で魚族

調査を行なったか，魚族調査を実施した

かどうかも半IJらなし、。

大正5年 (1916)西別支場主任内海技

手は，乙部捨松を案内とし，釧路支庁森

田技手，中村某，中野某とともに西別競

登山を行なった。内海技手は始めて摩周

湖に臨んだものと思われるが，このとき

魚族調査の意図はもちろんなかったであ

ろうが，後日の養魚計画立案には相当得

るところがあったと思われる。

大正 6年 (1917)新らしく赴任した田

中技手は翌大正 7年 6月14日から同月19

日まで摩周湖に出張して養魚、計画のため

の湖沼学的調査を行なった。

このころから養魚計画が立案されたよ

うであるが，一方では湖水面使用のため

帝室林野管理局(現地の管理機関は川上

出張所〕から認可を受けて使用するよう

注意があり，内務部長を経由して交渉し

た結果，大正 9年，出張所係官の現地調

査の上承認するところとなり，大正10年

(1921) 8月初日森脇場長は現地に来場

45 

し，西別支場長内海技手とともに摩周湖

にいたり実地視察をした。

大正11年 (1922) 2月，内務部長から

本場を通じて「至急計画を立案し実施に

移すよう」指示があった。ところが実際

の計画立案者である斎藤技手が本場に転

勤となったために，同氏は本場から次の

ように計画を発表した。

摩周湖養魚計画

一.養魚の目的

摩周湖ハ元来全ク魚族ノ棲息ナキ不思議ナノレ

湖トシテ知ラレタリ故ニ当支場ェテハ此ノ怪湖

ヲ利用セントシ養魚ノ適否ヲ調査セ、ンカ、該湖ハ

湖畔樹林欝葱トシテ繁茂シ能フ其ノ蔭雪量ヲ湖水

ニ投シ其区域エハ魚類ノ群瀞スノレニ好都合トナ

ノレ属レリ

尚天然餌料タノレ浮滋生物ノ、極メテ豊富ニシテ

殊ユ動物性ノ植物性ノ者ユ比シ著シク其量彩多

ナノレノ、一層注目ユ{直ス，加之浮洗生物以外水棲

昆虫類其他師、勝類賭蛤類ノ幼虫モ多ク，水質ハ、

分析ノ結果ニ依レハ酸素ノ含有量多ク，養魚上

最モ杷憂スノレ塩素硫化水素及ピ、アンモニア等ハ

僅カニ其痕跡ヲ認メタノレニ過ギズ亦銅鉛及び亜

鉛等ノ有害塩類ハ全ク在在セサノレモノノ;白日シ斯

グノ虫日夕種々ナノレ方面ヨリ観察スノレニ該湖ハ養

魚ニ適γ之レヵー利用ノ、焦眉ノ急務ナリ故ニ大正

12年度ヨリ之レガ移殖ヲ実施セントス

一.移殖魚ノ種類

虹鱒ノ移殖ヲ企図セントス抑モ虹鱒ハ原産北

米合衆国カリフォノレニヤ州内山間ノ渓流ニ産ス

背部ハ藍色，腹部ハ銀白色ヲ呈シ体ノ背側部及

ビ寄鰭ニハ多数ノ小黒点、散在、ン且ツ体側ニハ幅

広キ一条ノ;赤色従条アリ水温三度ナイシ二十一

度ヲ好ミテ懐息スレドモ急流中ュアリテハ能ク

二十九度ノ水温ニモ耐ユト言フ尚原産地ニテハ

三百匁ナイ、ン一貫二百匁ニ成長スノレモノナリ産

卵期ハ地方ユヨリ異ナリ十一月初旬ヨリ翌年五

月下旬迄ノ期間トス同州ニテハ二月ヨリ五月ノ

間ニ産卵ス，本種ハ成長速ニシテ比較的高水温

エモ耐エ小ナノレ池中ニテモ飼育スノレコトヲ得，
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親魚ハ池中ニテモ良ク成熟シ連年産卵ス且ツ気

候ノ異ナリタル土地ニモ能ク同化シ易ク従来養

殖魚族中ノ優良種トシテ賞揚セラノレ故ニ該湖ニ

ハ特ニ本種ヲ選定セノレ所以ナリ

一.移殖ノ方法

種卵ハ是レガ分譲ヲ千歳支場ヨリ受ケント慾

ス若シ京一同支場ニテ支障ヲ生セパ帝室林野管

理局日光養魚所ヨリ仰グベク，分譲ヲ得タル種

卵ハ発限後直チニ該地ヨリ西別支場ニ運搬シ一

時西別支場静化室ニ収容シ鮮化出数日前之レヲ

摩周湖ニ運搬セントス，運搬後ハ湖中適当ノ箇

所エ長六尺幅一尺傑ー尺ノ:長方形ナノレ木製/育

養槽ヲ兼ネタル勝化槽二個ヲ造リ其両側部及ピ

底部ニハ一部甘ノ金網ヲ張リ付ケ水ノ流通ヲ自

由ナラジメ上部ニハ木製ノ蓋ヲ有セシム之レニ

瞬化器二組宛ヲ納メ波浪ノ被害ヲ蒙ラザノレ程度

ニ懸垂装置ヲ設クヘシ尚ホ喜一ヲ慮リ其前方ニ

簡易ナノレ波除ケヲ設備セントス斯クシテ併出セ

ノレ仔魚ノ次第ニ成長シテ稚魚ノ健全期ユ達スノレ

迄此ノ槽中ニテ育養、ン然、ノレ後ニ放主主セントス，

大正九年度ニ於ケノレ千歳支場ノ!紅鱒採卵時期ハ

二月二十四日ニ開始シ四月八日エ終了セリト云

フ故エ大正十二年度此時機ヲ逸セス移殖セント

ス。

一.移殖ニ要スノレ経費

移殖ヲ実施スルニ当リ最モ困難ヲ感ズノレハ卵

子運搬ナリ西別支場ヨリ摩周湖エ至ノレ里程ノ、約

二塁半其ノ中約一旦半ハ大正八年春季ヨリ漸ク

荷馬車ノ往来、ン得ノレニ至リシカ其レヨリ先方ユ

ハ通路ト認ムベキ者更ニナク加之西別獄山頂ヨ

リ湖畔ニ至ノレ間ハ岩石露出シ且ツ断崖絶壁ノ箇

所多シ然、レトモ在難ヲ排・ン兎ニ角駄馬ノ歩行ニ

ハ差支ナキ通路ヲ造ラントス

次ギニ湖中ニ勝化槽ヲ収容中ノ、人夫一名ヲシ

テ日々之レヲ監視セシメ以テ安全ェ僻化放養セ

シメザルベカラズ是レカ為メニ延人夫五十人ヲ

計上セリ看守小屋トシテ西別支場在来ノ天幕ヲ

運搬シ使用スベキモノトス

経費

一金 410円也

内 訳

金 200円 卵子運搬通路用開さく費

金 24円勝化槽二本調製費

金 36円鮮化器四組調製費

金 100円 人夫賃一日一人二円ノ割

金 50円 雑 費

一.繁殖後ノ方針

以上ノ如キ簡易ナノレ設備及び方法ヲ以テ大正

十二年度ヨリ同十四年度ニ至ノレ三カ年間毎年約

十蔦粒宛継続的ェ移殖シ予期ノ効果ヲ得タノレ暁

エハ更ニ充分ニ考究シ完全ナノレ設備ヲ行ハント

ス

以上

かくして大正13年 (1924)水産協議会

に上程，計画されたのであるが， この年

は「北海道拓殖計画改訂」の年に当り，

第 6項に述べたように 2カ年延長され，

これにしたがって結局大正15年から魚族

移入が始められたので、ある。摩周湖に移

殖された状況は次のとおり。

年月日 魚 種 放流数量

大正15年 4月にじます 13，351尾

同 6 月 ~7 月かはえび 814 

昭和2年 5月にじます 5，375

同年 6月 かはえび 3，420

昭和 3 年 3 月 ~4 月

にじます 17，395

同年 6月 かはえび 3，745

昭和4年 7月 スチールヘッド13，450

昭和5年 7月 クローフイッシュ 476

大正15年12月27日，大正天皇崩御され

以後昭和年代となった。翌昭和 2年には

第 2期拓殖20カ年計画が樹立され，ふ化

事業は水産試験場から分離独立して国費

支弁の「北海道庁西別鮭鱒ふ化場」と経

営機構が変るのである。




