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史「料 u

村信藤 士
口

秋 庭鉄 之

いま私の手元には御令息信次氏(東

京都武蔵野市吉祥寺 784)の原稿があ

る。父藤村信吉のことと題するもので，

ご多忙な時聞をきいてお書き願ったもの

である。出来るだけ早く掲載させて頂く

予定でいるが，この際写真等も一緒にと

思い，若干の補促とともにさらにお願い

したので今号には間に合いそうもない。

読者諸兄にはと期待をこう次第である。

本稿はそのことについて書くのが意図

ではないのだが，たまたま次のようなこ

拶 とと一致したために，あえて「藤村信吉」

について一応まとめようとした訳であ

， る。関係があるのでいささかのべてみる

と，この春，知人である北海道図書館の

三浦氏から「友人が本道水産界の先覚と

して藤村信吉を書くことになったが，間

違いがあってはいけないので，年譜のよ

うなものでも教えてもらえまいか」と話

があり，さてと考えてみるとその出生す

匹 ら記憶にない。確かノートにはあるはず

と思いながら，後日を約束したもののこ

れが容易でない。一人の人物を追うとい

F った調べ方までは所詮余裕もなかったが

諸種の資料について考えてみても，出て

¢ くるのはその関係した部分だけで一貫し

fこ伝にはならない。本道水産の先覚者の

一人であったことは史実からも立派に浮

F ぼりにすることが出来るが，その個人が

生涯ということになればほとんどわから

ない。これは 1昨年信次氏にお会いしい

ろいろ話し合った時にも感じたことでは

あったが，物理学を専攻してその道です

すまれた氏lこすれば，水産を歩まれた父

の生活には興味のなかった乙とも当然、

で，家庭内の父としての印象しか残って

いない。場内にもその衣鉢をついだ数百

の場員が残つてはいるものの，深く私淑

した人もいないし，その人間像に興味を

もって調べられた人もいない。今にして

数多く発刊される伝記類をみるにつけ，

残念に思えてならない。

閉休話題。とにかく，年譜ということ

でも急には困難なのである。そうしてい

るうちに，根室支場の末武敏夫氏が，そ

の略譜を送ってくれた。ここに紹介する

のがそれであるが，解化事業l乙関係した

部分が主となっている。これは私達の限

界でやむを得ないものと思う。さっそ

し道庁に残る辞令原簿も参照し，なお

私のノートからも補促したりして，整理

してみた。現在では，不満ではあるが，

藤村信吉年譜はこれによるしかないと思

う。さっそく利用させて頂いた次第であ

る。

なおこの年譜の説明として末武氏は，

主として飛島貫治氏(小樽市水産学校長)

からお知らせ頂いた略歴書を基としたも
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のであることをのべ，重要なことは「虹

別の瞬化場調査は藤村信吉氏が最初に行

ったというととと，明治25年に標津沿岸

に創立された鮮化場の設立意欲，主導者

であったことが段々判ってきたことの 2

点である」と述べられている。この意味

については後に述べる。

藤村僧吉略譜

、文久3年10月20日

明治13年

ク 15年

ク 17年

、ク 21年7月7目

、クク 7月10日

クク 7月11日

¥ク 22年7月19日

¥ク 23年 2月10日

、クク 3月18日

¥クク 4月7日

司ク ク 5月2日

¥クク 6月2日

、、クク 6月23日

和歌山市北町に生る

横浜税関勤務

札幌に転住

札幌農学校入学

同 校卒業(第 7期)

北海道庁技手見習，第2

部勤務

水産課勤務

択捉島に紅鱒瞬化場探定

のため出張，西別水源{，

釧路川を調査して 9月17

日帰庁

北海道庁5等技手

千歳中央解化場及び前年

新設に係る各解化場視察

のため浦河方面え出張，

4月 I日帰庁

和歌山市え帰省

近江国西川養魚場え出張

20日帰庁

千歳中央勝化場え出張，

6日帰庁

岩内郡幌似川鮭繁殖事業

視察のため出張， 27日帰

IJ" 

ク ク 7月10日 解化場設立及び車工鱒採卵

のため択捉島え出張

ク ク 10月9日 西別解化場工事状況視察

、ク ク 11月4R 択捉島から帰丹

、ク ク ク 511 千歳中央m化i揚え1+1張，

8日帰庁

、ク 24年 1月22日 千歳え出張

ク ク 4月8日 美幌勝化場適地調査

ク ク ク 23目 標津川に瞬化場適地を調

査

クク 5月27日

、クク 8月16日

クク 11月14日

千島，得撫島え出張

内務部勤務

摂津沿岸を視察し， 12月

6日帰庁

、ク 25年 6月10日

2..6 
北海道物産共進会事務委

員 材芦刈&ll今f
第2回水産博覧会北海道、ク 29年6月5日

委員

¥ク 32年3月25日 33年開催の万国博覧会

(パリ〕出品事務委員

¥ク 34年10月23日 第日国内国勧業博覧会事

務委員

ク 35年5月20日 任北海道庁技師
、、

肥料検査官吏

¥ク ク 6月26日 北海道水産試験場長

ク 38年6月24日 兼任北海道水産技師

ク ク 9月11日 北海道庁立小樽水産学校

長，兼任同校教諭

¥ク 39年9月15日解職

ク 40年 欧米巡遊

、ク 42年10月19日 小樽水産学校長

昭和2年6月29日解職

ク 12年 4月30日病没(東京)

以下に史料として紹介するのはいづれ

も「北水協会報告」で，この報告は明治

18年 3月創干1]，会長伊藤一隆のもとで刊

行されていたものO 小冊子ではあるが，

鮮化事業については藤村信吉氏がほとん

ど毎号その記事をのせており，当時の好

個の史料である。しかし，残念ながら完

本はないし，最近 1部恨室支場でも入子

したというが，道立図書館l乙略々 2年分

があり，内閣文庫がもっとも多くを所蔵

している。終刊は不明であるが，明治26

年 3月;::011付で77号がHiている。月 +11。

凶別瞬、化場の建設は明治2:;年11月とな

っており(北海道鮭鱒人工瞬化事業報告)



乙の水源調査は小池仁郎氏に主.::;:tことす

るのは従来の通高であった。しかし，史

料によれば藤村信吉もまたこの地を調査

し土地を撰定し，てその後の事業の監督

に当っていることがわかる。

略譜，明治22年 7月19日以降の出張の

際におとずれたのが最初のようで，この

時の紀行は

7月19日(札幌発)- 8月4日(紗那着)-

6日(紗那川上流で鮭魚産卵場をみ，勝化場

位置を撰定留JJIjに行く〉ー16日(トウロ湖畔

に勝化場適地を調査)ー23日(紗那発〕ー26

日(根室着)-30日(根室発，西別水源を調

査)-9月6日(錫1¥路着)ー13日(鎖11路発)

-17日(札幌着〕

となっており，西別については次のよう

な一文がある。

(前略)30日根室を発し標津に行き，山道を

淫りて西別水源を探るの標津を距る15里の所

にして水質の清潔なる湧口の広潤なる一大勝

化場を設置し，西別本川はもちろん，摂津，

斜里及び鎖11路の諸JIIに魚苗を分殖すべき地位

に適せり(後略)明治22. 12. 29. 52号)

と，乙れによればこの際が発見ではない

にしても，併化場を設置する絶好の場所

だという認定は行はれたわけである。商

別については越えて2':'年10月9日の出張

があり，次の一文がある。

この際，美幌，標津を廻ったのも一緒

に記されているが，興味があると思われ

るのでその全文を紹介する。美幌と標津

の調査は前後の関係から判断して明治24

ι 年のことと思われるので年譜にはそのよ

うに掲げておいた。ただし，美幌併化場

ぜ の建設は郷土史によれば明治昨年11月と

されており，場所はグピタイとなってい

る。従って，あるいはa年の 4月に調査

に行くのが妥当とも考えられるが，この

年は 4月 7日から帰省しており，無理と

なってくる。

酉別瞬化場事業
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明治23年10月9日西別川水源釧路国川上郡虹

別村字ポγベツ，同シユワ γ，同シュングシ

ベツ，同ヲソヲシ，同コトソナイなどの湧水

源にのぞみ人工勝化場を設置すべき土地を撰

定すの蓋し，同所は本年を以て初めて設置せ

しなり。字シユグベツの湧水源を熟しく験す

るに好適地たるを認めたるを以てここに設置

することにせり。同所工事竣功の予定日限は

およそ20日間の見込みに企てたれとも非常な

る天候の不順に遇L、，加うるに各職工など雪

中越年と称へ仕事を極め，各地え散じたる後

なれば他へ召募に日子を費すなどの事実に由

り，漸く本年 1月17日，工事を終りずこれど

も，水源工事の如きは寒冷の時なるより着手

するに術なく，仮りに用水の工事のみを間に

合せ，本年築設すべきケ所並に方法を漏れな

く係員に説明し置けり。

勝化用水源は解化場までおよそ 50聞を離隔

し，水量は 7寸角の水を自由に利用するを

得，水温は49度にして池の模様は周囲およそ

100間にして量水2尺内外を柄停し養魚池に

併用することに適せり，勝化場総建坪は48坪

外に幅 4尺，長8聞の廊下をこの池中に築造

せり，構造は皆本造にして高さ 7尺5寸の平
もとます

家造りなり。場内の装置は 4尺方の元升及び

幅6寸，長11問2尺の元樋より 1寸6分弱の

管を以て長12尺の瞬化槽に水を引き，事業樋

は元升より屈曲に12間を引くべく仮設(将来

築設するものは15尺となす見込〉せり。この

際未だ勝化場竣功を遂げざるより池中に槽を

仮装置し， 1日撒12月28日より始めて鮭魚採卵

に着手せりの本年 l月12日まで卵数399，500

粒を採集し，同月 13日これを場内の槽に遷納

すの旧撤12月28日接交魚卵は本年 1月24日，

すなわち 4週間にして発限，同2月21日，す

なわち 7週間にして発牛ーを始むの漸次発生，
しっかい

3月20日悉皆発生をー了りたり内児魚は強壮に

して 4月26日悉く放流せり内この地の近傍に
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は頗る湧水に富むを以て他日大麻化場を設く

るに適すべく，深く望みを属すべき水源な

り。

これより網走，常呂両郡並に標津漁業組合に

係る鮭魚人工解化場設箇所撲定の戸 4月

8日同郡美幌村字ケネタンベ，同ヱシリコ

メムの湧水源に至り土地を撰定すの字ヱシリ

コメム湧水源は水温52度，水量4寸角方程に

して水質頗る善良なれども地形は適良と称す

るに至らず，湧水源より 100間程を下れば34

尺の高低を得べしと認む内工事困難の土地な

れども敢て不適当と放棄するの地にあらず内

向23日，標別)11の支流字ヲポロシベ水源に李.

り解化場適地を験するに水温42度，水量4寸

角方位にして僅に23百万の魚卵を鮮育するに

過ぎざるより，転じて標津川水源に至りこれ

を見るに叉適当ならず，依て同支川ケネカ水

源キムネザ、ノ湧水源に至って調査せしに水温

44度，水量 1尺 5寸程， ~降化場建設の筒所ま

で聞にして 5尺余の高低を得べく，工事は困

難なれども方法に依りては千万粒余の魚卵の

勝化ずるを得ベくと認めたるに依り建築の筒

所並に方法要器など漏なく説明して工事に係

る略図を根室漁業組合え交付したり内

(明治24. 7. 31.明器主ヰ

以上から西別の創業過程がうかがわ

れ，標津川l乙瞬化場敷地を調査した一事

もみられるわけであるが，この地方に府

化事業が力強い発足をとげたのにはなお

理由があった。これは時の長官渡辺千秋

が全道を一巡した際に伊藤一隆が同行し

(明治24年 9月11日から11月21日迄)土

地の住民に強く呼ひ'かけたことで， これ

により大いにその認識を強め，専問家と

して藤村信吉がこの後11月14日から20日

間にわたって一帯を調査し，適地を撰定

方法を指導したことがその機となったも

のと思われる。

渡辺長官のこの地方を巡回した際には

次の記事がみられる。

根室園標津郡は従来鮭漁業のみによりて成立

せる土地柄なれども，近来大に該魚の減耗を

来し，漁業者の患い一方ならず，過般北海道

庁長官渡辺千秋代巡回の際この状を親視し，

伊藤水産課長と共に大に人工僻化の利を説

き，懇篤に勧諭せられしより，同郡魚業者は

大にその必要を感じ，直ちに藤村信吉の出張

を乞い，解化場位置の撰定及び建設の設計な

どをなし，同漁業組合の熱心を以て明年より

援に鮭魚人工僻化を行わんとの計両なり内因

に記す長官巡視の際同地漁業合のため「養其

源」の字を揮主差して与えられたれば組合員は

額面として事務所に掲げ永く長官の論旨を忘

れさらんを期せりと内

f明治25. 1. 15. 68号〕

かようにみてくると根室地方の瞬化事

業に占めた藤村信吉の足逃が明らかにな

ってくる。末武氏が説明でのべた意味は

こうした史料に裏付けられている。

最初にあげた，捉択島への出張の際に

は面白いことがある。その紀行文中に出

てくるのであるが，紗那村高城重吉の傭

人渡辺権蔵というもののことである。「紅

鱒採卵遺事」と題するこのー丈によれば

渡辺は明治11， 2年頃年萌湖畔において

江差の人)11口三平なるものの部下として

紅鱒の採卵をしたことがあるという。藤

村信吉は強い興味をもって渡辺を訪ね当

時の方法を話してもらった。

これによると湖畔の湧水は極度が低い

から(藤村調査の結果41度)不適当とし

て，他に細流を撰んだところ，これがま

た低過ぎて鮮化槽に導水出来ない。止む

なく天然、の河を瞬化槽として泥のi慮過を

考慮し，一応の瞬化施設を設けた。瞬化

器は 1尺 2寸立方の函で，鉄網l乙白ペン

キを塗り，卵を並べて画の中に何枚かを



入れる。捕獲は産卵の湖内l乙湖上しで来

ている紅鱒を引網で捕え， 12万余を採卵

したが， 50日を経過して 5万より発眼し

なかった。この発限卵は尺余の木箱l乙入

れ，水苔で t下を包んで送った。 とい

う。その送り先等は不明とのこと。

このことは藤村信吉にとってまことに

意外といった述べ方となっているが，今

にして考えると，明治12年に行った川口

悦三のことであろう。このことについて

はすでに本誌に述べたが(第69号及び71

号，史料11，12 I魚卵瞬化関係古文書」

として北海道庁が行った明治11年以降13

年迄の乙とに関して紹介した)実のとこ

ろ私も「古文書」を発見する迄はわから

なかったot.こだ奇異に感ずるのは，同じ北

海道庁の仕事でありながら，明治11年以

降に行われた勧業課の瞬化事業が，明治

22年以降の瞬化事業l乙引継がれていない

ように考えられることである。これは北

海道鮭鱒人工瞬化事業報告にもうかがわ

れるが，当時藤村がさほど詳細に残した

青史にしては勧業課の行った事蹟が詳し

くなり，その創始にしても口伝調に「う

， ゑすりーと」の勧誘によるとだけ記きれ

ている。

現存する「古文書|によっても技術的

な研究も随分行われているのだから，そ

れらを基礎として発展するのが妥当のよ

P うに思われる。伊藤一隆の技術輸入が新

機軸であったことは事実ではあるが，そ

「れにしても10年前の事実が充分に引継が

れていないようにみえるのは奇妙であ

lるO

藤村信吉が伊藤一隆に懇望されて瞬化

事業に入ったのは衆知の事実であるが，

その経緯はわからない。別に深い仔細が
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あったとは思えない。未だにみることは

出来ないが，藤村が養殖に興味をもち，

卒業論文にも養殖を論じたようなこと

が伊藤の期待に添ったものと思われる。

し，その後は完全に不離一休となり，少

くとも鮭鱒鮮化については伊藤に優る事

業を遂行した。また，明治17年伊藤によ

って創始された北海道水産協会でも有力

なスタッフとして本道の水産振興に力を

尽した。その貴重な文献である「北海道

漁業志稿 lに和田建三，野沢俊次郎などと

ともに筆を執ったことも著名で，学究で

あるとともに文筆の才にも秀れていた。

グリスチャンとしても独立教会に属し

て伊藤を継ぎ，明治22年，伊藤によって

創始された北海禁酒会は， 26年 1月3日

藤村に引継がれ， 2代目の会長として理

事となった小池仁郎らとともに禁酒運動

にも熱意、を尽した。

以上，主として略譜によって根室を中

心にいささか史料にふれたが，瞬化事業

の面だけでも藤村の事蹟を挙げるとすれ

ば大変である。しかも，本誌を通じて今

迄に若干のぺでもあるので，あえて無理

な集約は行わなかった。参考となれば宰

である。




