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|第 6集|

根室地方の鮭鱒ふ化事業沿革
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北海道第 2j切JfiJII(計l'司

北海道第一}Oj拓航:iI両は欧州大戦によ

るわがi玉|財政，経済 l:の-大:革変に遇

い，事業のjI4大と，未完成の要素とな

り，各種開拓事業の多方面にわたって，

多くの残務を遣した。本道開拓の効果や

将来を期待するとき，従来の政策は徒に

天ji[物の濫獲をほしいままにし， これが

培養の道を講ぜ、ず，土地処分を急ぎ，生

産情殖の施設を欠き，移民を導入しても

その生活安定の方策に万全を期さなかっ

たなど，これらの欠点を除去し，本道開

拓に関する根本1'1'')計画iを樹立せんとし

て，大正15"V-4月，北海道拓殖調査会が

没立され，昭和2年から20カ年にわたる

沼 2期拓殖計I'Hiは同委員会の議を経て，

抗52帝同議会に提示し，その協Eう?を経て

その実施をみるにいたった。

北海道庁は IV，{和 2jf， 1ふ化事業は研

究l1~j 代を過ぎて繁刑事一業である」という

理由カミら千成，自IjJlj，同別の 3カ所の'f'¥'

flfふ化l坊を;J(j)iそ試験場から水産?'*へ移1t

f政 夫

L，国費経営とし，併せて事業I::~、要な

i試験， fF淳を行ないかっ干種卵の問己主古の任

に当て，その他の民常ふ化事業には国 ~'(

を以て補助し，指導監督を行なう態~hlj と

した。

昭和 2年 7月 1[1北海道水産試験場か

ら分離して，国費経営の|北海道庁丙別

鮭鱒ふ化場」となったとき，西別ふ化場

の施設は鮭 3，000万平立，鱒 500万粒を有

し，親魚、の捕獲は鮭鱒とも，シュワンプ

ト捕獲採卵場で行なったが， 2 Jl以降の

捕獲採卵事業は，従来どおり根室鮭鱒養

殖水産組介が行ない組合所有のふ化場に

卵子を収容させた。しかしこれは間もな

く変更された。すなわち西別ふ化場で

は，今後同場で捕獲採卵を行ない，余剰

卵は分与することとした。

卵II英軟化症発生

昭和 2年度西別川における鮭親ff¥}m獲

数は61，315尾，採sIJ数45，95，)， 000粒で，

このうち西5Jljふ化場に30，400，000粒を収

存したが， 1I日和 3午 1月末頃から，その



収容卵中に異状な死卵発生を始めた。す

なわち 1月以降の採卵々子に原因不明の

細菌が発生し，卵膜の軟化を呈し，死卵

不は当初30%程度のものが後期卵になる

にしたがって多くなり，ついには70%を

越えるにいたった。

この頃の職員l工場長(技手入 助手，

定夫すなわち，内百lj耳主主役1I"J，道上永六

伊藤鶴松，斎)佐清frおよび紺野春義の各

氏で，事業化に着手した初守二度において

潰滅的卵子病の発生は青天のへきれきと

もいうべく，以後両 3年にわたって卵子

消毒試験のために多大の精力が傾注:され

た。しかしこれらの対策は徹底的な殺菌

にいたらず，特定薬品使用によって卵子

膜を硬化して早期ふIHを防止するに留ま

に現在までこの方法が悶襲的に実施さ

れているに過ぎなL、。

昭和 3年 3月， この卵子異状について

は早速道庁水産課に報告されて北海道水

産試験場技師高安三次氏の視察するとこ

ろとなり，ふ化室内収得卵子に対して一

日I1試験的にオキシブル， 黄血士恒， 赤血

H4，過マンガン酸カリ液による卵子消存

を行なうとともに，さらに38，000粒の健

全卵子を構内水源池など 8カ所に分散収

作してその生育を試みるよう指示して退

場した。前三己の薬液消毒には80万粒の卵

子が使用されたが，生存卵子は 1害併用度

で他は全部へい死して要領を得ない結果

tこ車冬っ7こ。

翌 4月水産試験場技手大野磯吉氏が視

察にきて，被害まん延が広範にわたって

おり，利尻から帰った高安技師も事の重

大性におどろき「到!氏姑息な手段て1土駆

除困難なり Jとして，道庁，北大などと

協議することとなった。

この結果，卵子消毒は高安技師，大野

技手が担当責任となり，さらに北大水産

専門部に委託して細菌の調査研究を実施

することとし，講師武田志麻之輔氏がと

れに当ることになった。

昭和3年度事業期を迎えたが，水源の

掃除や消毒のために鱒卵の収容はでき

ず，鮭漁期に入り，場員は前年度の轍を

踏まぬようにと熱心に発生の初期におい

てこれを発見するべく努めていたとと

ろ， 9月24日標木用に授、柴した最初の卵

子 3，600粒が11月 1U頃から徴候が顕わ

れTこ。

11月10日大野技師は急拠西別に赴き，

各種消毒薬品の比較試験の結果，過マン

ガン椴カリ溶液の使用が一番効果的であ

ることを発表した。この方法は長さ 111tl 

のふ化槽の内面にトタン板を張り， 1司溶

液 (0.01%) 5斗を入れ， この中に被害

卵をスタック(朽ち)の慌で、:30分浸潰して

取11¥L，元の槽に収めるのであるが，こ
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の結果について大野技師は「消毒溶液を

m~、て消毒したものは被害の昂進遅れ勝

ちなるは勿論，該薬剤による処理卵子は

L、ず

強回でで、ある O さりとて別にふ11¥が目立っ

て遅れるということもなかった。 l と発

表している。

一方北大講師武田志麻之輔氏は， 12月

11けから 1月14Flまで丙別ふ化場に滞在

し，調11菌学的調査研究を行ないその詳細

を発表した。

丙JJIjふ化;場の被実は昭和 5年にいたり

終息を見たのであるが，この病状につい

て千歳ふ化場長斎藤光雄氏は仮りにと卵

膜軟化症ミと名付けて「従来他のふ化場

にも発生しており，その被害が1O~20万

粒程度であったので大きな問題とならな

かったが，択捉烏有萌，向島紗那，向島

問別，後志国尻別，渡島国土の国，千歳，

北見国斜里，根室国薫別， j)lI路国j)lI~洛お

よび渡島国遊楽部などのふ化場にも発生

しており，特に尻別では大正1l~14年に

わたって発生し， ;J(産試験場で原内を調

査したこともある」と述べ，さらに「卵

II~軟化症の病源については，西別ふ化場

に発生以来，水産試験場で、専ら研究して

おり，また)品別ふ化場につレてもしばし

ば水産試験場で調査したことであるか

ら，近く判明することと思われるのこの

2ふ化場は目下調査中であるから別とし

て，布崩他4ふ化場について見ると， J)!J 

膜軟化症の発生に際しでは，常にふ化lド

卵に供給した水が不足したこと，または

給水量は豊富であっても種々の原因によ

って，卵それ自身に接触した水の量が不

足したという事実が共通して存在したこ

とを認める。

卵に接触した水量の不足ということが

勿論原因の全部をなすものと断ずること

はできないが，少くとも有力なる原因の

一つであったことは争われぬもののよう

に思jつれる。

すなわち紗那ふ化場，留別ふ化J易で養

魚池をふ化槽代用として使用した際にの

みこの病気が発生したことは，養魚池て、

l主水量が豊富であっても抵抗の多いふ化

盆の周囲に流れてしまう。そこで盆内の

卵は充分新らしい水に接触できなかった

ということは容易に考えられるところで

あって，イ7萌ふ化場でこの病気がふ化場

移転以前に発生したということについて

は，ふ化槽が幅 3尺 5寸，長さ 6尺とい

う大きなもので，水の流通という点では

養魚池の場合と同様に考えることができ

るc また， _f--.の国ふ化場は初めから給水

量が減少した場合に，発生したものであ

るから，接触水量の少なかったことは明

かな事実で，千歳ふ化Jt]の場介は:~年度



におけるものは鮭卵に樺太鱒の卵膜その

他の汚物が付着し，水とのJ妾触面を少t"，

くし，また 4年度においてはふ化槽が傾

き水源が深くなった個所で、は，ふ化盆の

t二を水が通過し， したがって盆の中の卵

に接触する水が少なかったということも

思考できるところであるのすなわち以 I令

の5ふ化場についていえぽ給水最の不

足，または水量豊寓であっても種々の原

|忍によって卵に接触する新らしい水の少

なかったということは全部を通じて認め

得られる事実である。

そこで，鮭鱒卵のふ化~j1，水量:が不足

であったり，また豊富であっても，ふ化

槽の水深が深かすぎたり，盆に躍る卵数

が多すぎたり，卵が汚れていたり，また

は養魚池などを利用してふ化したりする

としばしば卵膜軟化症を発生して損害を

蒙ることがある。これを防止するために

ふ化中はなるべく豊富に給水すること，

そしてこの水が完全に卵に接触せしめる

ためには，卵を汚したり，ふ化槽の水{，'，:

を高めすぎたりすることは禁物である。

l上むを得ずして養魚池を利用してふ化す

るような場合や，給水量がし、ちじるしく

減少したときには，可及的;J(.の通過をよ

くするため，盆に感る卵の数を減ずるこ

とも必要であるoJと発表した。この発

表は各方而に多くの反応を与えたもの

で，最近まで種々論議が行なわれてい

るの

昭和5年，農林省水産試験場技師 u史
学博と)関根秀三郎氏は， riiT記斎藤氏の

発表に対 L，大要次のような意見を発表

LtこC

「木l崎養鱒i坊での虹鱒稚魚、について分

析した結果砂礁でふ化した魚体を 100と

すれば，そのカルシューム量は 0.261に

立fL，アットキンスエえで、ふ化したもの

は， 0.147でふ化期間，卵と水との接触

は卵の発育上無機物質の代謝作用に責大

な影響をおよぼすことは直ちに考えられ

る事柄であり，さらにアットキンス式ふ

化器にてふ化する場合に見られる卵膜が

如何に薄膜であるかは実験島のu佐でもが

認めるところで， これについては)Jf仔の

発育につれて骨格の発育を認めるがこの

材料卵内谷によるは当然であるが，その

一斉Ijを卵膜の組成分からも摂取すること

は考えられる事柄で，ふ化当Il:f見られる

薄き卵膜は以上の事実を裏書きするもの

で，最初は相当厚き卵膜も漸次溶解され

少くともその内の無機成分の如きは，利i

f卒、の構成に使用せらる，結果無機塩主nと

結合している有機物の消化が行なって卵

11莫は漸次薄弱となってゆくものと:/5'えら

れると発表した。

|羽根氏の発表に対して武|口氏は l卵限

9 
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からの摂取が度を過ぎて，卵膜をJ早期に

薄弱ならしめる!と考えたが「北海道に

発生した鮭卵の病気はふ化用水の養分の

不足ではなく，ふ化中の衛生状態が思い

ために特殊のi'1二用を有する細菌が発生し

た結果，卵膜を犯して未発限卵および発

限卵のへい死ならひ、に早期ふ出を惹起す

るものであろう」と反論した。

武田志麻之輔氏等によって渓流水や貯

水池には細菌数が非常に多いからボーリ

ング水を利用するごとが懇請された。昭

和 4年 6月2611から 7月30日までに 2木

の試掘が行なわれ， 24~30尺での深度で

水脈のあることが判明，昭和51f 7月22

日から昭和 6年 1JJ411までに動力さく

井方式で 4木のボ炉リングを行なった。

A 8吋'27尺 1.67石/分

665円80銭

B 8グ:¥.45グ 6.48 グ

741円30銭

C 8グ 34.511 5.15 I! 

490円20銭

D 10グ 2711 '2.05 グ

623円57銭 51頃

このボーリング水をふ化用ノドに使用す

ることによって細菌被害は減衰する徴候

が見られたのであるが，昭和 4年度i以谷

卵子のふ出率88.0%に比し，ボーリング

水を使用した昭和5年度において75.5%

と低ドする結果を生じた。正規の消毒を

行なったにも拘らず，槽によっては50.0

%以土の死卵を:[1した槽が少くなかっ

た武田氏は 3月17日から30LI .までボーリ

ンク守水の細菌を検査したがほとんど無菌

状態であるにも拘らずこのような結果と

なったことに対して，従来のふ化用水が

80C前後であったこと vこ対してボーリン

グ水は約 1度高くはなっているが根本的

な問題として，水生菌が育成し易い点を

実験結果から報告した大野氏の文を引用

して「カマンガン敵カリ消毒の外に食塩

ì1jil]すなわむ4.0~5.0%の食塩水で30分

位浸潰する方法を併用することによって

被害を防除できると思う」と発表した。

こうした突然の卵「管理 L技術的操

作よりもむしろ生物学的特に細菌争的お

よび理化学的探究の必要性もあって内海

場長は更迭され， ;j(床試験場根宰支場長
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熟親魚を低減し早期回帰魚、の増産を図るに転出していた問中林蔵氏が再び迎えら

ため「さげます人工ふ化事業打合せ会にれfこ。

おいて協議問題としてとりあえず同場に西別川桜鱒親魚蓄養試験

さげ親魚、蓄養試験を行なった。

場所は西越採卵場で，木製または竹製賛

により 1 坪を rft~ ソk深 2 尺以上に保ち 5

カ処を選定し 5ないし10尾を蓄養した。

おいて，昭和 2年度留別川支流大111川を利用

ます天然序:卵床において天然繁殖試し，

験が始められた。全道(千j誌を合んで)

約8割の生産額を示す択捉島において積

この成績は良好であったが親魚の損傷は

なはだしく，民間経営のふ化場では親魚

の売却l価格を低下するために， この装置

の使用を好まない懸念があるので，親;魚

の負傷衰弱を防ぎつつかっ適当に成熟す

る施設方法を考えなけれぽならないとし

極的人工繁殖が経済的理由から実現困難

とすれば天然産卵を助長する必要ありと

ている。

こうした試験に刺激されて一同別川シュ

ワンプト捕獲場におL、ては内海場長の考

案によって早期j斥kのます親魚を苔養し

ます親魚蓄養にー

するものとして 2カ年間実施した結果，

天然繁殖によって現状は維持できるが将

来のための増殖を考えるならば国費投入

による人工増殖施設は必要であり，その

ため小規模な天然産卵床保護よりもむし

ろ 2~3 カ処のウライを設けその間を天

然、繁殖池として未利用の未熟魚の催熟を

図る心要があると発表した。

その発生過程の究明改善は急を要して，

て良好な成績を収め，

新紀元をIl刊するにいたった。すなわちこ千歳ふ化場においては昭和3年度，未

シュワンアト干支卵f若J

~ 
品
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彦
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口
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の試験は従米のJiIl獲装置(Jllr悩101:¥1)か

ら下流80同のところに簡単なウライ(中

間1カ所を聞けて親魚、の浜上通過口とす

る)を設けこの面積約 880坪となり同年

度若干の天然産卵魚もあったが，総体的

に未利用の未熟魚は捕獲数の 6.8%に過

ぎなかった。翌 4年度はさらに 92%の

使用親魚本を示し たの

この結果全道的利用を促進し，現在で

は大半この装置方法が利用されている。

水生菌 の防止

H日和5年度同別ふ化場において卵子の

細菌被害を防除するために，ふ化用水と

して新らしくボーリング水を使用したに

も拘らず，直接細菌被害を受ける以前に

はなはだしい水生菌発生の徴候が見られ

て大野技師は塩水消毒を実施することを

提案した。

昭和6年 9月水産試験場根室支場長か

ら再任した田中場長はこの細菌と水生菌

の防除に取組むことになったが，当時特

易に入手可能な lホルマリン lを使用

することによって防除可能の確信を抱

き，西別ふ化場の指導下にある民常ふ化

場にも委託して「ホルマリン jif~ ;ii効果

の比較試験が始められた。その方法は

「ホルマリンJ0.5%すなわち 200倍水溶

液に 1週間 1同30分宛浸潰するものと

し，特に細菌被害の場合，発眼期までは

1 J!Iilli¥JIIj，発l以後Lt:3[1 I:l mi二行/t.うも
のである。田中場長は「最も理想的な薬

液浸漬鮭鱒ふ化法」と題して水生菌着生

防止は勿論，検卵作業をも省略できて事

業費の節減を図ることができると述べそ

の証左として昭和 611'.7年度における西

別，銀II~九奔別，薫別の各ふ化場および

石川県水産別航場などの成績を次のとお

り報じた。

i昭和6年度

[1) 北海道庁西別鮭鱒ふ化場

イ，事業卵

ホルマリン浸漬卵 4.4% 

(死卵率以下同じ)

同浸漬せざる卵 7.3% 

ロ，試験卵 (125，000粒)

ホルマリン浸漬卵 4.7% 

同浸漬せざる卵 7.5% 

(2) 釧路川ふ化場収容試験卵

ホルマリン浸漬卵 7.4% 

同浸潰せざる卵 77.8% 

(3) 奔別ふ化場依託試験卵(25，000粒)

i丑漬卯 3.7% 

浸潰せざる卵 20.83百

(41 i蒸別ふ化場{d(託試験卵(25，000粒)

没漬卵 8.3% 

泣漬せざる卵 50.2% 

昭和7勺二度

(1) 北海道庁西別鮭鱒ふ化場



イ，車業J;iIJ

iえ i立卵 :1. :3% 

12: 石川県水産増殖場

&': {J貞J;JIJ :1. 8% 

I':n寅せざる卵 11. 6% 

131 釧路川ふ化場依託試験卵

沿演卵 6.07% 

浸治、せざる卵 16.18% 

また細菌防止成績についても次のとお

り報告した。

IlH和 6年度

(1) 釧路川ふ化場(被害程度極めて猛

好!D

ィ，被害の中途より該法実施

i芝漬卵 (800，000粒)

防 11ニネ

細菌被害率

浸潰せざる卵

64.4% 

35.6% 

(12，500粒〉

細菌被害卵 100.0% 

ロ，収容当初より該法実施

(25， 000粒)

法漬 卵

防! と 本

被害率

浸潰せざる卵

被害本

100.0% 

0.0% 

100.0% 

10 

昭和7年度

ll) 北ifrJ道庁内別舵桝ふ化j努

13 

没漬卵(事業卵全部〕

防止本

細菌被害本

浸演せざる卵

その 1 (200，000粒)

細菌被害率 100.0% 

%

W

A

 

ハ
リ
ハ
リ

ハ
U

A

リ

ハリ
句
E
ム

その 2 (600.000粒)

細菌被害率 47.6% 

也、 薫別ふ化場依託試験卵 (2，500粒)

没漬卵

防止率

細菌被害卵

浸漬せざる卵

防止率

100.0% 

0.0% 

0.0% 

創fI菌被害卵 100.0% 

一方千歳ふ化場では昭和6年から水生

菌防止対策として同場々長斎藤光雄氏は

j盆 !J~1IIj I号泣法について次表のとおり発表

塩水に卵を浸潰しておく時間(分〉

温度~問主 2%1 3 %[4%

ハ
U
n
4
4
A

-

-

-

4
ゐ
ハ
U

/

O

ηJゐ
勺

L
e
i

っ
“
ハ
U
n
o

-

-

〆
h

V

1

J

ハ
U

l
-
-

さらに昭和9年千歳ふ化場が北海道鮭

榊ふ化場の木場と内ってから「鮭卵の水
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生菌被'Jf防止試験」として11M)}， í食);:1出i台払J4Lレ，~t

よひび‘ホルマリンの試用をした判枯i!県i於4食塩が

有効に竹作‘月用]し， ホルマリンの場合は対照

卵に比較してそのふ化率が0.17%の低率

を示した。すなわち対)1，(".卵 70.62%，試

験卵 70.45%であったn 先に述べた[11中

林蔵氏の試験結果では供品卵の成績が 2

~10倍のふ化本金示したのに，千歳での

試験がこのような逆効果を顕したことは

水質や試験方法その他環境によって相違

したのでなかろうかわ

摩周湖の虻まず

摩周湖養殖事業の，:I'lfl~概要については

“第4集"iこ述べたが再び同湖の湖{i:)学

的概要を探りさらに大正15年 4月，初め

て虹ますを移殖して以来の経過について

辿ってみよう。

Il\i和25年北大水産-:?til~元日1茂氏の取ま

とめた報文によれば，

摩)司湖は火山陥没によって生じたもの

で環壁は完全に連結し急傾斜をなして湖

に臨みことにIJtjiillは約 300;;1;の直立せる

懸崖を株iJlして迫っている。 {I胡iドに弁天

品(カムイシコ)なる，I~hあり四壁出立し

長径70;;1;， w任50;;1;で頂上は湖面より約

25奇抜き11:ているの湖面は海抜 350;;の

高度にあり，出積g;jを|徐L、て20平方粁を

占める。蚊深白Ila大正 6年 208;;と記録

されたが昭和 6年にいたり 211.5 ;;の深

J9iが充凡されたの{.ijJJIJ.¥1土ほとんど王子JIJ.に

近くーl面I怪石が沈積しそのI↓r，c.:、;"111こlulliU

の品が主主立している。ぬ養川は細流 2.t:

あるのみ，また排水川は全く存在しな

L、。ただし;Jc位11常に一克に保たれてL、

る事からして恐らく環壁中の ~J\i隙を通じ

て湖水が漏H:しているのであろう。本湖

の南方10数粁にある虹別ふ化場の湧水は

本湖湖水と関係あるもののように想像さ

れている。

水色は濃藍色にして 3号に相当し透明

度頗る高く昭和 6年 8月31日に測定され

た41.6;;の値は湖沼透明度の世界記録を

なすものである。夏期水温躍層は10~15

fzに存在し深層水時が中層よりかなり I¥dJ

くなっているのは研究する余地があるc

また遊離炭酸の湖底における異常の増加

も他に例のないところである。有機物お

よび栄養塩類は非常に乏しく，また酸素

は派層まで多量に含まれている。プラン

クトンは僅少で動物性プランクトンのrt'

でやや多いのは Daphnialongispina hy-

alinaでこの外 Bosminacoregoni， Sca-

pholeberis mucronata， Cyclops strenu-

US， Notholca longispina などを僅か産

する。植物性プランクトンは一層貧しく

ft藻では Astcrionellagracillimaのみ

見11:¥され双鞭毛虫頬の Ceratiumhirul1-

dinella， Peridiniumsp・も分布する。夏
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季の Ceratiumhirundinellaには附形

が発見されその附形には後突起が二叉す

る場合と右側突起が二叉する場合の 2型

ある。欧洲および米洲では本種の附形は

石灰の多い湖水で見られるとし、うが摩周

湖は別に石灰が多いという訳ではなL、。

高等動物として在来棲息していたのは

エゾカスミサンセウウオのみで魚類は絶

無であったが大正15年，昭和 2年，昭和

3年の 3[tilにわたりニジマス (Salmo

irideus)が日光中宮桐湖から移殖され，

また昭和4年米国から steelhead trout 

(Salmo gairdneri) が移入されその外

これらの飼料としてスジエピ、が入れられ

またザ、リガニも放養された。ニジマスと

Steel head troutは極く近縁な種類でほ

とんどいjじ形態をしているが，ただ頑長

およびl吻長江らひに卵の発生程度に若干

のノ壬呉が認められる。 1，I，j種は本湖でよく

繁Wlしニジマスは湖内でイド々採卵人工授

f古が fi 伝われるようになっ i~~o ニジマス

の産卵期は 5月中旬から 7月初旬または

'1'旬まで継続する。 接息するものの年齢

は'2 ~7 歳であるが大部分は 4 歳魚であ

る。

以上の概略を知りつつ魚、族移殖の当時

に遡ってみよう。

1 大正15年4月にじます13，351尾放流

15 

4月22日千歳支場から分与を受けた

にじます卵は午後5時西別支場に到着

した。同月初日摩周湖に運んだのであ

るが当時の模様について内海氏は「従

来湖沼における魚類、の移殖は卵子のふ

化後慣のう収縮浮砕を待って湖水に放

流するのが非常に好結果を得ることは

当然であるが，摩周湖の如きその当時

何等の設備もなく，かつまた道路があ

る訳でもなく，やむを得ず初年度は，

にじます卵のふ化期の切迫せしものを

普通の運搬方法により人背を以て湖岸

に運び湖面 2尺余の結氷を破壊して水

深10尺内外の湖氏小砂利の個所に撒布

した」とj!sべている。

2 大正15年 6月および 7)j 河えび 814

尾放流
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支場日誌によれば 6Jj 15 U地路湖産

河えび 380尾到着とあり，指路湖から

運んだもので 6JH711および7月7Il 

放流した。(その他詳細調査中〕

3 昭和2年 5月にじます 5，373尾放流

千歳支場産虹ますを 4)i下旬 7，000

粒を受取ったがこれは荷造り不完全の

ため全滅し，再び 4rJ 6 11採卵， 4 Jl 

:10日発眼のもの10，000粒が 5)j 12 LI到

着し，そのふ出稚魚 5，375尾を昭和2

年6月8LI放流した。このときの模様

について内海氏は「小柿に僅かずつ稚

魚を入れ各自が lfg;1ずつ背負い， I火雪

を冒して西別岳を越え，昼なお陪き密

林や断崖絶壁を各自ロープに身を結び

付け，次から次へと山猿のftllき芸当を

演じて湖岸に f1)， これを放流した」

と述べている。

4 11日和2年 61jMえび :1，420i'言放流

例年どおり占i1[U各湖庄のものを 6月25

11および川)J30 11の2~口|にそれぞれ

550尾， 2，870尾を放流した。約12，000

尼を運搬したのであるが気温の k舛と

長途の運搬に禍L、されてへい死が出た

ため過少となったο

5 昭和 :l"1' 3 }j および 4tJにじます

17，395尾放流

千歳ふ化助産のにじます卯， 2月14

11採卵， :l)j 9 11 JeIlHのものおよび 2

月15日採卵， 3)J 10口発1恨のもの50，000

粒を客車便により 3月15日発送し， :1 

月17日個別ふ化場に到着した。ふ出稚

魚17，395尾を 4月23日放流した。

6 昭和3年 6月河えび 3，745尾放流

武田重秀氏発表のもの<魚、と卵1954

12号， p.34>には 7，447尾とあり調査

中。

7 昭和4年 7]jスチールヘッド・トラ

ウト 1:1，450尾放流

民林省、を経由して「シャツド」およ

び「クラッピイ Jの移入が計画された

けれども輸送期の関係から「スチール

ヘッド・トラウト」卵が移値された。

この学名は (Salmorivularis Ayres) 

と報ぜられたが後年三原氏は「この卵

が米国のどこのふ化場で如何なる親魚

から採卵したものであるかは全然判ら

ないが上記学名は Ayresが 1855年に

にじますについて呼んだ名前で、ありJf

確には (Salmogairdneri Richardson) 

であると訂正している。

この卵は昭和4王子7月12日午前 71時

タラー汽船「ジエフアーソン」号にて

横浜に入港， I司9時陸揚完了冷蔵庫に

仮収容し同Ll午前11時トラックで出発

上野駅着後直ちに東北本線急行に乗り

13lJ!1二liii6 If切5分青必着，同 71時20分

青森出帆， I"H1時50分函館怯桶に着き



再乙

到若一泊し7たニ。翌14日午後 7時23分小

樽忌 15日12時23分標茶駅若，これから

収容場の奔別ふ化場に自動車で輸送，

午代 2時半到着した。

このときの移入卵約10万粒で死卵は

8，182粒であった。 この中から西別ふ

化冷では試験卵として 7，500粒を収容

し7月28日ふ出開始した。 9月5Aふ

L+'，二三稚魚 6，000尾を摩同湖に放流し

た 9月7日奔別ふ化場からふIII稚魚、

8， (¥00尾が搬入され翌 8日これも摩周

湖に放流され7こ。

主主 6項同様式田氏報文によれば阿寒

湖にも 6，000尾放流の記録があり，こ

の妄りのものが奔別}!I (両別川支流〉

i二社流したものと思われる。

8 昭和4年 7月ケロープイッシュ 476

毘?て流

7月25日三「前 8社主「プレシデン

ト， ジエフハーソンJ号が横浜に入港

L自らこの船には米国産クローフイッ

シニ 552匹が積まれていた。税関検査

らに冷蔵庫に収容された。同日午

後lt時 30分上野駅発常盤線廻り急行列

車により翌26日午後4時10分吉森着，

午ぺ 5r冷却分連絡船出帆午後10時函館

校成羽l主主， lr{ちに急行列車に移乗午後

11弓函館発，途中小樽にて岩内郡府内

町下回喜久三氏に養殖依頼のため約30

匹を分与し， 27日午後7時45分釧路駅

着，一泊し翌28日午前 5時45分同駅出

発摩周湖に向った。午前8時24分弟子

屈駅に到着，荷馬車にて新設登山道路

を辿ったが馬の疲労はなはだしく，入

者により運搬し，途中のへい死を除き

平228， O 248匹を完全に放流 Lた。時

に午後4時，横浜を出発Lてから75時

間であった。

17 

この米国産グローフイッシュば昭和

5年，神戸市播磨町7番館ゼーケー兄

弟商会が輸入販売の計画を立て最少取

扱量を50尾と L， 1尾当り価格♀色と

もに 2円とし，運搬iドの死亡は同商会

負担として一般の購買希望を募ったこ

ともあった。

7ピ田氏は摩周i胡庫「グローフイッシ

ュ」について九州大学三宅博士が「ウ

チダザリガニJ(Astacus trowbrigii 

Stimpson) であるし， 現在では他に

棲息しない責電なものであると述べて

いる。

西別から虹別へ

昭和8年，従来の北海道西別鮭鱒ふ化

場の両別は虹別に改称されることになっ

たが， この原因は簡単で，別{I!i村西別に

郵便局ができたことと，国鉄西別駅の設

置が決定したことであるが， どうしてそ
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うなってきたものか，その由来について

述べたし、。

古来西別川は根室領で，サケは管内一

豊漁であった。釧路川沿いに内陸地に入

り込んだ釧路アイヌは，さらに標茶から

陸路西別川上流地帯に出漁し，サケ，熊

ワシなどを獲に家族養育の資としてい

た。このことは，たまたま根室アイヌの

感知するとことなり，話合いで宝物と交

換に，シカルナイから上流を釧路アイヌ

に譲渡した。当時は釧路，根室に会所が

あり，厚岸役場がこれを統轄していた

が，境界については左ほど厳格なもので

はなかったようである。さらに明治 2年

開拓使が設置されてまもなく，西別川口

勿論，西別岳を含めて，野付郡野付村と

定めたが，国別川 f二流地帯には和人の居

住はなく，釧|路アイヌが，お1¥路川 liliIの

濃路，弟子何，熊牛および屈斜路湖畔に

居を構えて. }IIJ二土人と呼:王れ， さらに

西別}IIJ二流に定住するようになって西別

アイヌと呼ばれていたη

明治11年，西別川におげる問拓使のサ

ケ人工ふ化試験は. ft~宝 yJIJ，ハッタラの

試験ともうと敗に終り，天然繁封i(保護に専

らi重点を置くことになり， IJ可別}IILijf[の

'Ki原池付近に吏1¥を派遺して天然産卵の

保護に三1]らせたづ

明治231r， このI出，こサケ人仁ふイヒj41ヵ:

創設されてからの居住民に対する CT1攻、工

釧路園川上郡役所の所管となり， 74二正末

期に至り，開拓移民の入地に伴って河拓

地測量が行なわれ，銀1¥路，根室のま境;土

確然と測定された。

一方商別川川口の状況についてなれ

ば，開拓使設置になってから左岸を別{毎

村として，野付郡に所轄さぜ右岸西別村

;工根室郡の所属とした。

明治10年には漁場の大改革，さらには

明治11年別海村に開拓{吏擁詰所が開討，

別海村の人口は急射して，iJli別，野{jな

ど5村を統轄して，戸長役場が別海に置

かれるようになり，大正12年には 2域同j

村制が布ヵ、れた。

大正12~下関東大地震による移民一誘

致，昭和 2年の本道第 2期拓殖計画に基

づく許可移民と，次第に内陸地居住三は

2、増を見7ニ。

昭和4年 7月，西別郵便局が開示さ

れ，昭和J9 年には厚床~lll標津間の氏道

開通の見とおしがたち，同盟Ij駅の託置も

ほぽ決定をみた。

役場所在地は従来，漁業の関係βーら沿

岸に位置していたが/主家人口が多より

12政主点iこ改変せざるを伴ないもよこな

り，昭和 9::;'干9月，役場li舎は別;た守、ら

四男Ijに移転した。

pq別郵便局の11¥現によって， jJ可子手持母



ふ化場の名称は， しばしば郵便物の誤配

となり，西別駅の出現は，来訪旅行者の

誤解をまねく懸念のあるところから道庁

に上申するところとなり。昭和8年11月

260北海道庁告示，第1630号をもって

「北海道庁虹別鮭鱒ふ化場」と改称する

ことになった。

註字名の虹別あるいは虹別村の i虹JJIjJは

いつ明から使用されていたのかは不明て、あ

るが， rr血卯lリl今:JJリμ斗

用いたものである。

あとがき

:+:集は昭和2年，第 2期拓殖計画によ

って，ふ化事業は水産試験場から分離独

立してから昭和9年，いわゆるふ化事

業の統制といはれた道内ふ化場の全部が

官営となるまでの間について特記すべき

事項，すなわち軟化病について探究した

かったが材料の不備や，編集の不子ぎわ

から意に沿わないものとなったが，機会

19 

を改めて改訂L、たしたL、。不述、'1:まねい

た内海場長にも，桜ます蓄蓑試験はその

成果とともに今日の基礎をきずいたもの

で，忘れられないことである
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