
|Iカ.，デエ語新姫鱒1養殖り由来1
故和田健三手記

裁に再録する記録は北海道庁初代の水産課長伊藤一隆が明治27年

官途を辞して帝国水産会社々長の職についた後をうけ，第二代の水

'; 産課長となって伊藤の董j策した阿寒のカパチエツポ移殖事業を実現

の域に導いた札幌農業学校第七期卒業生和田健三が，功成り名遂げ

て老後を東京郊外桜新町に過していた際，親しくその居を訪うて正

に煙滅せんとするカノミチエツポ支勿湖移殖の経緯をこの事業の総師

であった同氏に認めて裁き，それを当事予が関係していた科学知

識普及会の機関誌「科学知識J第七巻第九号〔昭和2年8月16日発

行〉に掲載発表したものである。既に30年を過ぎた昔のことであり

関係者特に立役者であった藤村信吉民も余程以前に幽明境を異に

し北海道の鮭鱒養殖事業の貴重な芽生えに関する当事者の手記な

どを求めようもない状態になっている。

和国建三氏は札幌農学校明治20年の卒業，藤村信吉氏は明治21年

の卒業で，その頃予は口が漸くまわり始めた満4歳の頑是なき幼童

で，親しく我家に出入していた生徒の和田を「ダー」と呼び藤村を

「フー」と呼んでいた上に，よく子守に負われて農学校寄宿舎のダ

ーとフーの室え遊びに出かけたものである。その両人が伯父伊藤一

隆の傘下に投じて北海道水産界開発の両翼となったのであるから縁

ぜ は中々に深く，寵愛していた幼童が長じて同じ道をたどり，昔を諾

れとせがんだので快よく筆を執って貴い記録をとどめたこの一文，

「魚と卵」に再生して古きを求むる方々の参考になったならば，天

の家にある先人達は如何に喜んで下さることであろう。

(大島正満記るす〕
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北海道鎖11路国に二座の噴 火山が在

:る。 これを雄阿寒岳， 雌阿寒岳とい

う。この二つの噴火山の聞に，阿寒湖

と名づけられる犬きな湖水がある。湖

付周囲七里に余り，水、清澄にして湖畔

の眺望絶佳なる，真に桃源ともいふべ

き仙境である。近年人々が珍奇の植物

と称しでもてはやすところの盤藻の産

今は一般に姫鱒と称せられているアイ

ヌ名カバチエツボという特種の締の原

産地なので，我国鮭鱒の人工養殖史上

最も記憶すべき水面の一つである。

一地はこの湖水である。この阿寒湖は叉

このカノミチエツポは古来この地方に

住居していたアイヌ人がこの湖水にて

釣猟して特に珍重していたもので，

久しく和人には知られなかったのであ

る。カノミチエツポのヘ工解化養殖事業
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の起原は北海道鮭鱒人工解化事業上極

めて重要な事項である。夫れは今を去

る65年前即ち1893年，予が北海道庁在

職中に発案実行されたもので，北海道

庁の鮭鱒人工解化事業の泊草中欠くこ

との出来ない事項の一つである。

北海道鮭鱒人工勝化事業の起原

カノミチエツポ人工養殖の事を記すに

先だって，一言北海道鮭鱒人了J附じ事

業の起原とそのifj草の一部とを述べる

の必要があると思う。抑も我国に於け

る鮭鱒人工解化卒業は，明治 9年関沢

正明氏が米国にてその技術を習得して

来たのに端を発していると記憶する。

即ち明治 10年内務省勧長局は常陸国

那珂川に鱒卵を採収せしを手始めに，

各地に鮭鱒の魚苗の移殖放流を試みた

が，当時開拓使で、は健詰教師として招

蒋せし米国人ウエスリート氏の勧誘に

より，札幌借楽園の池7J¥に人工解ー化の

設備を為し句明治11年 9月，漁川及び

琴似川にて鱒卵を，同12月豊平川にて

鮫卵を採収せしめてこれを併楽園の人

工解化槽に収容し，その発限せしも

の，一部を東京に輸送して麻布奔町の

宵固にて解化せしめた。明治16年予が

札幌農学校在学中併楽園に残存せる仕

入了J'手化槽を見たことがあったが，今

にして思へばそれは至って簡単なもの

であった。その後北海道では函館附近

の諸川に人工解化場を設けて蕃殖を計

ったが，俄に効果の著しきものが無か

った一方，漁業の発達は年々著しく鮭

鱒の産額を減少せしめ，何とか方法を

講ぜねば斯業の前途犬に寒心すべき状

況を招致した。明治19年北海世庁の置

かるるや，長官岩村通俊氏は大に水査

業の振興をはかれ先ず技師伊藤一隆

氏を米国に遣は L水産に関する事項を

視察せしめたが，伊藤氏は彼地に於け

る幾多水産上の事項視察中，メイン川

ノミックスポート解化場に於て伏鱒人工

僻化の技術を習得し，帰朝後鮭鱒人工

1際化法の改良を献策した。それを容れ

た北海道庁は，明治21年千歳郡鳥棚舞 γ

村千歳に一地を撰みヲ新に長t::~!脅人工辞

化場を設けて設備万端をノミックスポー

ト醇化場に模擬し解化器はアトキン

ス式を採用し，ここに最新式の鮭時人

工解化場が設けられたが，この千歳鮭

鰐人工解化場を中央解イヒ場と称して沿

岸各地の組合を奨励し，各地に ~1間人

工僻化場を設けしめてこれを指導する

と同時に該事業を大いに保護奨励し

た。その結果として解化場の数は年々

増加しては行ったが，北海道鮭鱒漁業

の進歩が急速にして漁獲力の土台大した

計りでなく，急速な陸地開拓の進歩は

鮭鱒の蕃殖を害する事甚大となり，人 事

工僻化業は容易にその効果を現わさな J

かったO 当時の当局者としての予は，

鮭鱒1Ø~ の回帰性含立証し，且っその;佐

官放流数と回帰数との比率の概数にて

も知るの道を得ば，数に始めて魚:1'鱒人

工解化事業の基礎を確立し，南士鰐i魚業

の将来をも計ることが出来るであろう

と考へた。そこで何とかしてこの種の、

実験を為すの道無きかと考究したが.

幸なる哉この実験を遂行すべき絶好の!

材料，即ちカノミチエツポ人工解イヒ移植

事業が撞頭した。



力パチェツポ人工勝化移殖文議

本文の初めに述べた阿寒湖特産のカ

ノミチエツポは，水産調査の結果ベニマ

スの淡水性となったものであることが

判明したが，その大きさ 8，9寸あり，

アイヌは毎年 2月より 4月の交，湖水

の全面氷結するや， 随所に氷穴を穿

ち，凡そ20尋の緒論を主主れて潟、穫する

官ものであって，その味膳部のー珍たる

を失はぬことを矢口ることが伊:来た。叉

この魚、は毎年10月中旬より 11月頃に，

湖中に注ぐ河流に湖上して砂際清きと

ころを選んで産卵するの状，恰も鮭鱒

が河川の上流に湖上して清流砂礁の個

処を撰んで産卵蕃殖するの状に異なら

ないことを知ることが出来た。カノミ

チエヴポの斯る特性は鮭鱒族の同帰

性を立証するのに絶好の資料となる

べきを信じたが， その上にこの試験

に関しては尚一つ好都合の事が潜ん

でいた。夫れは千歳僻イヒ場の上流凡そ

4里の地に支局湖の在ることであっ

rた。この湖水は得前恵庭という 2つの

噴火山の中間に位 L，7]'(国海抜298米，

向田!の周囲凡そ十余旦，その面積凡そ

900町歩， 7]¥清澄にして魚族の成育に

適することは古来アメマスカジカの産

少なからざるを以て明かであった。

〔湖の深さは近年迄明かで、無かったが

大正5年8月田中阿歌磨子の測深によ

り， その最深所は361米あることが判

明した〉而も上記 2種の外は何の魚類

も棲んでおらぬので，この湖水にカノミ

チエツポの魚卵を移して解化改流する

ときは，若干年の後，成熟して産卵の

ため湖中に注ぐところの河流に湖上す
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ベし依て以て鮭鱒族の回帰性を確証

することが出来るであろうと考へられ

た。そこでカパチエツポ移殖の議を決

し，忽ちこれを実行することとなった

のであるが，当時企てられた試験の主

要綱日は左の三つであったO

鮭悼族の回帰f生を実験すること

稚魚改流数に対し親魚回帰数の比

率の実験

淡水養殖新魚種の発見

阿寒湖特産のカパチエツポを支

~湖に移殖す

明治26'年 8月北海道庁技干たりし藤

村信吉氏(後の小樽水産学校校長〉は

先づ阿寒j叫に出張し，カノミチエツポの

棚上状況，河川の水温等の実際を読査

し，更に10月軽便僻化器ーな携へて再び

阿寒湖へ出張し，カノミチエツポ卵子 1

万8千余粒を採収して 11月下旬千歳鮭

鱒人工解化場に送致し，これを鮭鱒の

1際化器に収容してその僻化養育の実況

を精細に窺ひ，移殖の可能なることを

確めた一方，支務湖畔シリセツナイと

いう渓流を撰定 L，此処に小牌化場を

設けて諸般の設備を為し，明治27年よ

り同29年に至る 3ヶ年間，阿寒湖に於

いてカパチエツポの卵子を採収 Lて支

勿湖シリセツナイ僻化場に送致L，そ

れを収容解化して支勿湖に放流 Ltこ。

その数はb:の通りである。

! 阿寒湖 | 支害事湖 l 
年 次|採卵数 i受付数|発生数

明治27年 I2山側 1丸刈 !19.377

明治28年 I1剖，∞olmo∞| 叫 374

明治29年 I 4∞.0∞ 376，4∞I 328，52.5 

尚ほ右シリセ、ソナイ解化場仁左汎、て
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は千歳川にて採卵した鮭鱒の解化をも

併せ行い，以て湖水に放流したが，そ

の数を示せば左の通りであるO

明治 27年

同 28年

同 28年

向 29年

197，318 

193，421 

106，808 

150，00。
扱て以上の如く 27年より 9年迄鮭鱒

両障を府化放流せしも，親魚の回帰す

るもの絶無であったのは甚だ面白い事

実であるといはれていた。

カバチェツポ移殖試験の結果

上に記したような試験事業は 3年間

継続施行し，その間詳細にその経過を

観察したが，先づ第一に注意をひいた

ことは，稚魚が湖水に出ると，背から

そこに棲息しいたアメマス，カヂカな

どが好餌としてそれを呑食すること甚

だしきことであったが，年に十数万の

稚"1、を放流したのであるから，必ず何

等かの効果あるべきを信じて注意を君、

らなかった。 処が果然 30年6月に宅

り，アイヌ共が嘗って見たることのな

い魚数尾を得たるの報に接したので，

これ必ずカバチエツポならんと思い，

湖中に主網を投ぜしに，初めて数尾の

カノミチエツポを出産した。その数は左

の通りで、あった。

雌 体長 9寸2分 体重 56匁

同" 9寸 3分 w

雄" 1尺 5分" 59匁

斯の如くカノミチエ γぷの成育良好

(その大さ原産地の親魚に等し)であ

ったのを認めたので，近く産卵のため

に岸辺に来集することあるべきす期待

していたが， 10月産卵の時期迫るや， ，慣1

群続々沿岸に遊泳し来り， 11月下旬に

至るや，シリセツナイ渓流の落下する

ところに群集して上流に棚上せんとす

るもの甚だ多いのを認めることが出来

た。然るにシリセツナイ川は峻谷を奔

り，岩右累々の間を落下して魚の湖上

を許さぬ状況であったので， 31年には

シリセツナイ川の注ぐところの湖岸に

築堤を設け，堤内の岩石を除き，産床 J

を作って魚の轄湊を促す等，幾多の準[

備を為しつつ，一方湖中に於けるカパ

チエツポの動静を窺った。ところが 8

月には沖合運に列数十聞に亘る魚群を

認め， 9月中旬にはシリセツナイの水

田近く佃遊しし来りて水を抜て跳上す

るもの多く，頗る奇観を呈するように

なった。更に10月中旬には産卵期に近

づいたため， 1!，~体紅褐色となりて水を

彩りどり，岸上より遠く魚群の往来を

望むことを得るようになり，共数三高

を下らざるべく観察された。此の如く

カパチエツポの産卵の期熟したるを認

めたので， 10月17日より同30日に渉り 、
雌雄合計1，750尾を捕獲し，其内870尾-

より 396'， 000粒の採卵を為し， シリセ

ツナイ僻化場にて騨化して支勿湖に放

流した。

32年に於ても湖中に於けるカノミチエ

ツポの動静は前年と異ることなく，其

の秋季に於て卵子80，500粒を採収受精

せしめてこれを醇化放流せること前年

と同様であった。以上の宍験に依りカ

ノミチエツポは解化後満3年にして生殖

し得ることを確認し，其の同帰性をも

確証することを得た。即ち湖に注ぐと

ころの河流数多あり，其中，川巾は広く

川口平底にして炉、類の湖上に使なるも



のが少くなし、にも拘わらず，産卵期に

至れば他に比して湖上不便なシリセツ

ナイ川の注ぐところに集合 L，一尾の

他の川流に入るものが無かったことは

此魚が初め生れた河川へ問帰する性の

強きことを証するものであって，之に

より鮭鱒族の回帰性を実験的に証明す

ることを得，本試験当初の目的の一部

は立派に達成せらるることとなっ

ミたo 稚魚放流数と親魚の回帰数との比

1'[:に三三ては， 1!J族実験?去の特性として

精確なる計数を糸ぐることは不能であ

るが， 30年秋季'vこ初めてカノミチエツポ

のシリセツナイ川口沖合に集合したる

数 3蔦を下らずと云う事実も， 28年の

稚魚放流数10寓余であったと云うこと

とを対照考慮するときは，九そ 3割の

回帰魚、ありたるものと推定するに難く

ない。斯る事実に徴すれば，吾人が多

年主張した人工解化事業に依て，北海

に於ける鮭鱒魚族の減耗を挽回するは

主たして不可能に非ざることが明にな

り，鮭鱒人工解化事業に対して一大光

明を青らすこととなった。

其後養1!.Iの事業漸次北海道に発達す

r るに亘ったが，池中養殖魚、として能く

経済的収利を期すべきもの稀れであっ

た。 北方淡水養殖を達成せしむるに

は，地方適穏を発見するの要あること
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は，吾人水産当局者年来の宿題とする

ところであった際とて.カノミチエツポ

を移殖するに当って此実験をーの目的

に加へてあった。

上述の如くカバチエツポの移殖は卒

にかかる希望に合致し，支勿湖に於け

る蕃殖頗る旺盛であったので，当時，其

の実況を発表 Lて北方淡水養魚の発展

を希望して置いたが， 33年に王り渡島

国亀田郡大沼漁業組合から大沼小沼に

養殖の目的な以てカノミチエツポ魚苗の

下附出願あり，依って15高粒の卵子を

分与したが，爾来支勿湖に於けるカノミ

チエツポ蕃殖の効果は益々顕著とな

れ明治35年青森県水産試験場より十

和田湖へ移殖の目的を以てカノミチエツ

ポの卵子分与の請求あり，同年12月20

日発眼卵子10高粒を分与した。これ実

に北海道外に新魚種を移殖した始めで

あって，爾来北海道及び各府県に移殖

せらるるもの漸く多く， 41年に至て

は，帝宗林野管理局に於てラO寓粒の卵

子を日光其他に移殖し，各地に於ける

カノミチエツボ即ち姫鱒の，養殖事業は

漸次盛大となって今日の如き有様を呈

するようになった。次Uこ事業開始以来

大正4年に至るまでの支勿湖に於ける

カノミヰエツボの採卵数と分与数とを記

して本稿を終ることとする。

支~;i胡力パチエツポ採卵数及び分与数表

年 次 採卵数|分与数| 記 事

明治31年 396，000 

同 32年 80，500 

同 33年 EOO， 000 154，000 亀田郡漁業組合に15万粒を分与

同 34年 78，800 10，500 

l同 35年 1，336，500 180，000 十和田湖及び大沼に分与

l同 36年 550，500 100，000 秋田県田沢湖，亀田郡大沼

伺 57年 1，001，000 160，000 青森県水産試験場外二ケ所



28 

明治38年

同 39年

同 40年

向 41年

間 42年

間 43年

同 例年

大正元年

同 2年

同 3年

同 4年

219，000 290，000 前年採卵したものを大沼に分与

1， 927， 000 247;000 青森県外六ケ所

389，500 75，000 福島県水産試験場外五ケ所

2，784，000 1，197，000 帝室林野管理局，山形県，滋賀県外四ケ所

663，300 348，807 

4，368，000 1， 390， 000 j同文湖外九ヶ所

2，217，000 1. 015，000 滋賀県水産試験場外八ケ所

5，032，000 1，340，002 帝室林野管理局外十ケ所

1，184，000 120，000 水産講習所外二ケ所

3，752，000 565，000 十和田湖外八ケ所

1，623，000 420，000 新潟県能生水産学校外四ケ所

、.

(編者後記〉

姫鱒についての記録は幸い明治33年発行の「千歳鮭鱒
僻化事業報告」があり，藤村信吉氏が記されている。伊

藤一隆氏の水産課長在任当時であり，和田建三氏は藤村

氏とともにその下にあった。

姫鱒の移殖を発案したのは誰方かわからぬが，魚、は半

世紀を過ぎてなを現存し，多くの人を楽しませている。

記録としては別にみるべきものはないが，当時の担当者

の一人として和田氏の遺文は高く評価されるものと思

幸い蔵書中にこれが保存され，御提供頂いた大島先生

の御厚意に対して誌上から御礼申とげます。(秋庭記〕
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