
られているということであるの

水産用水の方でも，f~tの成長と水1:1' カノレシウ

ムイオンとの聞には街絡な関係があり，特に淡

水産的ではカルシウムイオンのなに正比例して

同一水系vこおける最大体形が前加することが切

らかにされているσ カノレシウムイオンの欠乏し

た水では魚はrTたない勺すなわち牛到買に支障が

生じやすく，ことに精神がはなはだしく過敏と

なって環境に対する抗抗力がなくなるn この種

の水はカルシウムの投入によって人為的に改良

することが可能である内

子宝魚、間不lの方でも，iITf料にピタミン， ミネラ

八雲町 iむとQ~ ifI\川の鮭附化事業は今{jflO

周年を迎えるに'~り，過日記念式典を挙

行したが，人跡未!併の北海道に移ff'した
良地il日析に1，'(:'li:L. そのかたわらよく水

産資源IR刑事主に立をitぎ. f(ltの人工前

化に土、j-L. 一斤"1'-の汁ながiて現卵'f化市15を

flO年間継続実施のJH控をÓ:(~~、 fこ 1H!.~川 1j1kU/}

はじめ， これらに会同された先人の大[¥11

眼と労背にがj し，万院の l~t\1;と感謝の;吾、

を表す:;;，次第である。

今ここに初年の歩みをふりかえって

みると. Jミ民苦究([保護n:j代と，人工附化

時代の 2つに分けることができるが，こ

の ?r~~について若干紹介 L ておくと，

ぷ1. 天然蕃殖保護時代

由主架部川における東ìJllf 化'r，: y~ のお1)始は

開拓時代の明治 13午旧日張帯主故徳川

慶勝が八雲村に開墾地をIJfi~、て. II::l藩と

を移住し，その当時の間型地委只家族扶

故吉田知行を函館主庁にf¥f良して時の支

ノレを添和することによって餌料価値を高め，歩

減り，明肉にある程度効果を期待し得ることが

わかっているし，さらにこれらの種類，添加1

12:，組合せなどの問題についても研究がiJt民し

ているようであるが，例えば一般に用いられて

いる紗をとりあげてみても，その成分を考えて

みると， ピタミン， ミネラノレなどの問題につい

て基礎的なことを究明する必要があるn そのJ究

明はなかなか閃難ではあるが，どうしても角:I~;k

されなければならないη 問題の一つであろう内

(道立解化場調ft課長〕

庁長故時任為本より貴l'天然蕃殖の任を依

託されたカ、同氏はこの仕事は同家的事

業で;~) ;l:うり，また徳川公開拓起業の主廿

と相支って利益を八吉村に遣す事11であ

おと j住んでその Hiìに~らんと献身的にこ

れを応~Ti L~，その 11'J_任取締役には故|司肝

頼，同{f，治;為哀の 2氏を抗し，才)守の汀;

は徳川間t!U也移作者ーよりイJ志 29名を挙

け三てこれに当らしめた。この守1:1J 土;tJS1~

の同三而川において実施せる天然附化法

に倣L、明治 1:1年広域定め昨獲の防止

と，天然w卯床の保獲に尽f干した結果，

rHHc成績を収めた。この試験は明治 17

イ下支で 5カイ干同紙抗ぎれたが， これに要

した一切の経科は徳川家において負担し

たσ 明治 1fl{f-iこ村内有志も加えて共同

事1どとして東I~魚種育組合を組織し，取締

役には鈴木m信，吉田知一，序谷久三郎，

山旧苦古の 4氏が就任し，向上親魚、の保

護取締をなし，天然併化の助長に努力し

23 



24 

7こO

2 人工瞬化時代

明治 21年さらにこの引業の発展を期

するために上.磯耶茂辺地川における鮭人

工併化場へ岡野頼，佐藤徳三郎の 2氏が

実j也見守2のため同地へ11¥張し新知識を収

刊して川村，ただちに遊楽部川河口より

上流15町の右岸砂蘭部に尾市:の清水と称

するところへ草小屋を設置して 6尺の砂

利fl，'75木を配列し，曳網で捕獲した親魚

より 48，000粒を採卵収容したが，設備

の不完全と水位不)このため好A結果を得ら

れなかったが，これが遊楽部川における

鮭人工併化事業の悶矢である。明治 43年

人工併化事業の有利なるを信ずるととも

に僻化場設立の必要に迫られ，調査を組

織して岩内部損冠川鮭魚、人工天然併化組

合の組織および人工附化事業の調査研究

の枯*， ここに遊楽部川鮭魚蕃殖組合を

利織し，役Li選手作の結果，頭取杉;立正

込 nn-'}i:1司野降肝，取締役松田就道，吉

田知一， Ei在役永田健，小}11助次郎の 6

r\;~あげて，業務をJiJ_当せ L め，事業開

始の第一Jじして北海道庁水産課技師勝村

イ立方氏に州託し，人-UiYr化助設置に適当

なる地点の選定を依頼し，実地調査の結

果， 111越郡八雲村q:建打にj白地を発見し

たので 500万粒の収持能力の日f[化J4Jの設

¥7:をi議決し従来の天然併化と阿々相支っ

て']i誌を経d討することにし， ~l]~F 9月J12

1Jiii'_j己 fと1，1]II~î にMrl J二iftt約 12IIIJ "1:iJV:に

採JJIJJ引をl泣iEし，担任技術員として渡辺

「之次nll (Iìíîlri~ n渡辺定吉氏の父〉を匝

入れ， I司年 10月事業に若手したが，事

来1II1始の初年度なるにもかかわらず卵子

2，209，600粒を採卵収容したが， 卵'f化用

iJq束吋;L名数の死卵すピ生ずるに至り，結

果ははなはだ不成績に終わった。その後

種々研究の結果，愛知県地方では掘扶き

井戸を利用して豊富なる良水を得つつあ

るを聞き，同 35年同県名古屋市より職工

を招き明治 35年末から同 36年融雪後ま

で種々困難を克服して掘撃し，約 300尺

を掘進したが，良質の水を得られず，建

岩の新設の~~化場は遺憾ながら放棄の止

むなき悲運に会い， 目的全く睦肢を来た

し，僻化場の位置変更を余犠なきに至っ

たが，これに屈することなく勇を鼓して

府化に好適の湧水を調査の結果，河口よ

り上流 5里の八雲町字セイヨウベツに良

質の湧水を発見し， 同36年同所に簡易

瞬化場を設け，試験を行なったところ予

期以上の好成績を挙げたので， 翌 37年

ここに建岩より僻化場を移転改築して，

500万粒収容の併化室を完成し， なお

採卵場の拡張改善を要することとな

り，河口より上流 20町の右岸字サラン

ベに移転改築し，ここに一応鮭人工併化

施設の基礎が確立した。その後も事業の

進展と施設の拡充改苦に章、を注ぎ，明治

40年には 800万粒， 同41年には 1，000

万粒，大正 2年には 1，200万粒収容に拡

充 L，その他併化室および専水路の改良

をした結果，鮭の人了J貯化を行なったか

ら鮭親魚、の湖上は年々増加1L， 明治 37

年には 16，000尾，日 39年には 36，000

fさを捕獲するにおよび八雲沿芹の漁獲も

JI~眼的に哨大した。この組合はあらゆる

岡躍を克服して鮭鱒資源哨殖に貢献Lヰ

ばかりでなく，事業利益は役場庁舎理喫

消防機械購入，八雲神社，八雲小学校へ

寄付するなど，公共事業に貢献するとこ

ろ大なるものがあった。こうした努力の

結県は，明治 39年北海道物産共進会に



おいては，組合の実績に対して銅牌を授

けられたのをはじめ， 明治 42年， 北海

道水産共進会では名誉銀牌， 同 43年尾

三養殖品評会では，木盃 1組，大正元年

東京において開催の拓殖博覧会では銀牌

を授与せられるなど，幾多の栄誉に輝い

た。特にここに記したいことは，明治44

年皇太子殿下北海道行啓記念として鮭稚

魚、 30，000尾の脂鰭を切断して阿帰試験

のためこれを於流したことであり，その

当時すでに標識魚、の放流を実施したこと

は，おそらく本道でもはじめての試みと

思うが，残念ながらその結果については

判明していなし、。爾来この事業は着々と

経営せられ好成績を挙げつつあったが，

昭和 9年 3月鮭鱒附化事業は 1部を残し

全道 38カ所の事業場は北海道に移管さ

れることとなり，明治 13年以来日年の

永きにわたる民間人によるこの事業は幾

多の功績を残し終止符がうたれたわげ

で，その後の変遷については省略するわ

以上のような発展経過を辿って今日の

国際的附化場にまで盛りたてた先輩諸賢

の努力には全く頭の下がるものがある

が，鮭鱒が公海において重要な役割を示

している今日， 80周年記念式典を挙行す

ることのできたのも非常に意義深いもの

があると考える。

記念式典は 11月 5r=l， 関係者の協力

幸子作て八雲町と渡1(;'支坊の共ftHで，八雲

小学校体育館で挙行されたが， この fl山

席一計は 150名を数え，田仲八雲町長の式

辞，荒井木場長の告辞によって幕が聞か

れた。引続き祝辞に入り，北海道知事，

北海道鮭鱒保護協力会連合会長，北海道

鮭鱒l衿殖漁fJE協同志Il{i-長，関係町村長代

表知内村々長，問係漁業協同組代表八雲

漁業協同組合長，地元代表八雲町議会議

長と 6氏がそれぞれ祝辞を述べた後祝電

披露があった。その後感謝状贈呈，功労

者および永年勤続者表彰に移ったが，

(功労一斉については参与ーまでに後述して

おく〉前述したように先輩の労苦が実を

結び今日を成し遂げたわけで，この表彰

には感無量のものがあっただろう。表彰

者の顔、は緊張の中にも晴れ{i;hしたもの

があった。

式典終了後祝賀会に入り 80周年を心

から祝福して全 IH止を終了したが， この

口晴天に恵まれ菊花も香I千五く意義ある日

であった。

功労者の横顔

故徳川慶勝(東京都豊島区目白町4丁目41)

令息徳川義親氏
明治 13年に士奇地開墾創業のためつとに鮭蕃

殖事業の重要性に着目して多額の経費を支出し

鮭蕃殖事業を開始した弓遊楽部川鮭勝化事業興
隆の基礎をつくった功績はまことに大きし、

故杉立正義(山越刊i¥八雲町東町)
令息、杉立正秋氏

故岡野隆磨(山越郡八雲町出雲町)

令 息岡野利治氏

Mr小川lJ!J次郎(山越郡八雲町〉
令孫小川助次郎氏

上記3氏はともに明治 18年以降鮭人工併化
事業に貢献し， なお明治 34年に同志と相計っ

て鮭魚蕃殖組合を創立し， ~降化事業の基礎を築

いた功績は大きい内

故渡辺子之次郎〔山越郡八雲町相生町)

令息渡辺定方氏
明治 34{f-に建れに新設の鮭僻化場技術員と

して就職し，同llil1化場が水温低く不良の結果に

終ったので人跡末時の上八告を探見，同39年解
イヒに最適の湧水を発見， ここに瞬化場を移し今
日の大勝化場の茶礎を築いた功績は大き¥， '0 

渡辺定吉氏(山越郡八雲町相生町〕

大正 2年より昭和IJ10午まで 23年間八雲事業
場に勤務し， j昨化卒業に貢献した功績は大きい。
森誠一氏(山越郡八雲町上八雲〕
大正 11年より昭和 27年まで 31年間八雲事

業場に永年勤続勝化事業に貢献した功績は大き
いη (見返し写真参照〕
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