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北海道庁の書庫には彩しい古文書が

保存されている。誰もその全容を確め

た者はいいなが，大変な数だという。然

し，醇化事業に関して残されているも

のがあったことは聞いたことがない。

恐らく整理そのものが完全に出来てい

ないのと，その当初の頃については藤

村信吉が詳細に述べられてもいるので

，これ以上に文書で残っているものが

あることは気づかずに過ぎたことで

もあろう。

注藤村信吉の述べたものは明治33年の北海
道鮭鱒瞬化事業報告もそうであるが，明治
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27年に発行された千歳鮭鱒解化場報告もそ

うで，本道の瞬化事業については決定版帥

な2書となっている。

ともあれ.昨年10月，念のためにさ

がしたものの中から本稿に紹介するよ

うな古文書を見出し得た。全部公文書

であるから，まことに貴重な史料で，

この点でも是非保存をはかりたいと思.

う。こうした意味から本稿を利用して

その大要を掲載し今後の資としたい。

文，原文は勿論筆墨で，専ら菊池覚

助氏の御助力に依ったが，なお数ケ所

読み得ない所を残している。

(年月目，来往及び項目，内容〉 J 
一一明治 11年一一

11. 3. 23 本庁佐藤権少書記官より函館書記官宛

雇宮重武他を商館へ3週間出張させ鳥獣の剥製を教えさせる。この際札幌で卿化試験

中の鮭卵を持参させるが，函館での場合も教えさせ，なお谷地頭に適宜の地を選んで

実験，教育してほしい旨。

11. 7.::0 東京用度係より札幌用度係宛
勝化試験に必要な鋼網54枚，函館には売物なし東京で購入送付の旨。

11. 9. 製煉課より東京用度係、宛 上記の受取。

11. 9. 11 東京書記官より札幌書記官宛
勧差是局に於て試験中の人工僻化について更に北海道のものをもって試験したいとの依

頼についての紹介，送付希望2万粒，関沢明清より真崎清宛運搬についての注意書書

状添付

11. 10. 3 札幌書記官より函館書記官宛
西別へ鮭卵採卵に行く雇)11口悦三が途中函館での必要物品購入に付。
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11. 11. 5 札幌書記官より東京書記官宛

す月u日付を以て依頼された鱒卵5千粒の送状。

11. 11. 7 東京官国， 3号試験場養魚取扱係の「鱒卵僻化景況書J，前号によって送付

のものに付。

11. 11:". 物産局製物試験場の「鱒卵勝化要略J， 鱒卵を東京に送付する迄の手続要

略。

11. 12. 16 札幌書記官より根室書記官宛

出張中の川口雇の卵送付に際しての注意指示書。

11. 12. 17 東京書記官より札幌書記官宛 東京への送付卵のことに付。

11. 12. 28 東京三等出仕書記官より札幌書記官宛

西村書記官の勧農局農学校長関沢明清との会見により，文献2部を見せられ，解化事

業の洪溢なることを聞き感銘せる旨の文意により，関係者を山形，新潟の2県に派遣

さすべき旨。叉，函館，根室へも知らせる様との趣意。

註 この文献2部は8月22日付をもって札幌書記官より函館，根室書記官宛に廻送さ

れているものが当てはまる。両者とも金回帰逸の東京駒場農学校長関沢明清宛の

報告で l書は「新潟県下三面川鮭魚之説J (明治11年10月9日) 1書は「山形県

下最上川産鮭魚之説J (年次不詳〉である。

一一明治 12年 一一

12. 1. 9 製煉課の伺書，鮭天然産卵の卵15，000粒を豊平川に於て採取致したきことに

付。

12. 2. 札幌大書記官より玄武丸船長宛

東京への送付鮭卵29，000粒については小樽派出の宮重雇の指示によるべき旨。

12. 2. 札幌書記官より東京書記官宛

鮭発限卵29，000粒を夫々内務省分2，000粒，その他の試験分9，000粒として玄武丸を以

て送付の旨。
2:)，♂、て

12. 2. 本庁物産局より玄武丸船長宛 東京への輸送卵に付指示。

12. 2. 本庁製煉課より小梅分署宛 上記同様。

12. 2. 物産局製物試験場の「鮭卵解化運送之略言」東京への輸送卵についての勝化

発限迄の経過概要書。

12. 2. 13 札幌製煉課より東京勧業課宛，東京への輸送卵に付。

12. 4. 11 根室会計課より本庁出納言果宛 費用繰替に付。

12. 4. 19 根室書記官より札幌書記官宛

川口雇の西別川での採卵失敗について報告。

12. 4. 24 製煉課の伺書，試験場に鳥鴻等が来るため鳥害除去のため網を製作させたき

旨。

12. 5. 14 札幌書記官より東京書記官宛 西別での採卵失敗に付。

12. 5. 15 製煉課の伺書 銅網20丈購入に付。

12. 5. 20 物産局長の伺書

西別採卵の失敗に付更に川口をLて捉択産紅鱒を採卵させたしと。

12. 5. 30 本庁物産局より根室支庁会計課宛 川口雇の旅費繰替払等に付。
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12. 8. 5 製煉課の伺書 借楽園の河流掘下げ工事に付。

12. 9. 17 物産局製物試験場，野村幾千代の「魚卵勝化方法書」借楽園に於ける降化試

験について詳説。

12. 9. 30 製煉課より警察課宛

借楽園での鮮化試験のため，倉IJJJX;川より投網をもって鱒親魚を捕獲する旨透知。

同日付で創成川は発寒，琴似，豊平の 3)11と訂正。

12. 10. 2 札幌警察署より製煉課宛

発寒.琴ifJ.豊平川の捕獲は了承出来るが，一般には禁止河川であるので，人民への

合知をはかるべきである旨の回答。

12. 10. 3 製煉課より札幌警察署宛

人民への告知方は警察署で行ってほしいとの依頼。 ず

12. 10. 3 札幌警察署より製煉課宛 上記の件については応じ兼ねる胃問答。

12. 10 .3 製煉課より札幌警察署宛

上記は，現地派出の者をして人民への告知を図る宵の通知。

12. 10. 7 警察課渡辺九等警部の伺書

上記，現地派出の者をして台知方を図るでは趣意が逮らなし、から，至急、別々に告知方

を阿る様達せられたき旨。

12. 10. 7 札幌本庁開拓大書記官調所広丈の布達実

土記，親魚の捕獲は人巧僻化試験のためであって一般の漁業とは異なる旨，布達。

12. 11. 19 物産局長佐藤秀顕の伺書

局員野村幾千代を牌化事業視察のため山形，新潟両県への派遣に付。

12. 11. 札幌本庁開桁大書記官調所広丈より新潟県令永山盛輝，山形県令三島通庸宛

雇野村幾千代を新潟県では三酉)11へ，山形県では最 I:JIIへ派遣することに什依頼。

12. 11. 20 製煉課の伺書

勝化所が寒冷のため卵の発育を促進させるべくストーヴを設置致したい旨， この価格

25円80銭 9厘

12. 11. 25 根室書記官より札幌書記官宛

雇川口税三は択捉島トシモイ川水源で紅鱒卵 4万粒をとる。 この卵は函館丸で送る

が，東京への問送分もこの内よりされたき旨。

12. 12. 12 製煉課の伺書

所理化所で、の7.k口からの墜吹及び鼠を防く持ため。官'員 1名，雇2名を交代で当直させた

きこと。

一一明治 13年 一一

13. 1. 9 札幌書記官より根室書記官宛 根室での僻化所建設費用に付。

13. 9. 11 雇川口三悦の「養魚、景況報告 l件」とする牌化事業創設の概要と意見。

13. 12. 28 勧業課の伺書 前記川口雇の意見により倍楽閣での事業化は無益と思われ

る。依って本年は休止。この後は根室地方からの紅鱒卵を石狩川へ放流致したいとの

決議。(製煉課より勧業課に事務を引継いでの最初の意見〉

一一明治 14年一一

14. 4. 22 徳川家岡野頼，佐治為泰，吉田知行の三回己蔵に対する報告書「有楽府川i鮭
児之景況」。

、
_"，.. 
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ことに残念であるが，報告書様のもの

としてまとめたものが 2. 3あるので、

史実を知るためには便利である。

最初にまず明らかにされたことは矢

張り借楽園の解化所は明治10年には設

けられたということである。これは明

治11年 1月19日に最初の採卵が行われ，

たことからも推定されるが，然しこの

府化所は新設されたものではなさそう，

以上のもののほか，経理上の往復丈

書，或は簡単な往復文があったが，左

程重要とは思われないので除いた。

こうした経過的に整理した目録によ

ってもわかるように当時の俗楽闘を中

心とする鮭鱒解化事業は殆んどその全

部を伝えている。

之等の文書は最も古いもので明治11

年 3月であり，それ以前のないのがま
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887円38銭 2厘

内訳

金 649円82銭

是ノ、解化場一壱棟新設並従前1際化所

弐棟引建直シヰ定置小屋壱棟開ーケ

所取建rt
金 237円56実 2厘

是ハ取扱入居所一棟取建費

とされ，この工事は札幌の津軽通 5話

番地藤本久次郎が請負わされた。

l金である。恐らく当時製煉課が所管して

いた多くの試験施設のうちの 1部が充

当されたものとみるべきではあるまい

か。現在に伝えられる解イヒ所は明治12

年に新設されたものであり，同年には

池.7J，路，鳥鼠除けの網等，施設の改

修が行われている。

明治12年の建築は規模を一新したも

ので，同年 6月24日，製煉課雇野村幾

千代の起案した伺書によれば，
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この際の見積書も見ることが出来る

;が在来のものは物置のようでもあれ

新設の牌化所がどうやらその体を為す

ものとなったようである。

ついでに水路の改修についてふれる

と，当時のf皆楽闘に入る流れは現在恕

イ象するよりは堂々たる流れだったよう

で・，同年 8月 5日付の伺書には次のよ

うに記されてある。

「借楽閣ノ後面河流ニ追々鱒魚遡り

放卵スルノ期節ニ向ヒ候処該河流殊

ニ;同水登魚覚束ナキ旨其筋申立:ノ趣

有之ヲ以テ壱ノ水門下ヨリ校圏下迄

在来河中ニ長延三百三拾八間程巾三

尺深一尺砂右掘取ラセ方入用積為致

候処合金三拾弐円八拾五銭ノ、試験場

予算中ヨリ支出候テ可然哉此段伺候

也」

この工事は渡島通71番地小原竜吉に

:請負わされた。別図は同人の提出した

見積書に添付の図百である。中央は牌

化所とみられ，当時はその周囲を流れ

によって閉まれていたことがうかがわ

れる。

|日僻イL所に器具らしいものが入るの

4は明治11年の夏で，これ迄の間にには

一施設として手が加えられた形跡はな

1、。従って同年 1月の採卵分は殆んど

器具らしいものを用いることなく行わ

れたようで，有り合せのもので、試みら

.tした。この場合は全く「試みられた」

という言葉が適切であらう。 扱った卵

数も少いし，準備試験の段階だったに

.達し、なし、。

明治11年のみるべき施設というのは

銅網で，画館では買えず，東京で購入

し，便船を以って送つ-n、る O 数量は

~4枚で， 9月には落手しており，東京

用度係から札幌駅逓係への送状には次

のように示されている。

表日

銅網 54枚代金六円四拾八銭壱

枚ニ付拾弐銭 納入釘屋伊兵衛

〆
入記

l白木打付箱 壱個

長i'i:網長二丈八尺巾ー尺三巻。

巾一尺長一尺八寸五拾四

枚分 ー巻十五枚ツツ

同 長一丈六 尺 二 寸 巾 ー 尺 ー

巻。巾ー尺長一尺八寸九

枚分

ともあれ， 12年は諸事熱心にみえ，

11年当時の試験期とは遣って活穫とな

ってし、る。かくして，明治10年暮に l

応の用意をし，翌春， 15尾を以って試

み，秋以来の採卵に日信を得， 12年に

は完全に府化法を理解し， 13年を以っ

て俗楽園時代を終るのである。

以下にその全容を伝える報告がある

ので掲げてみる。筆者の野村幾千代は

製煉課の雇としてその名前がみられる

が，この人の捺印は関係殆んどの丈

需の発議にみられ，この人が醇化事業

の関係を処理していた担当者と思はれ

る。従って試験開始の頃からの事情に

も詳しく，次の文書は報告として記さ J

れたものかどうかは明らかでないが，

当時の当1情を最も詳細にのべていると

思われぞi。

魚卵瞬 化方法書

鮭魚、ノ辺海ヨリ河流ニ遡ホノレハ秋ノ彼岸前

ニ初マリ翌年ノ:節分ェ至ノレ。其産卵/期節ハ

十一。十二ノ両月トス。叉，鱒魚、ノ河水ニ遡

ホノレハ春ノ清明前後ヲ以テ其侯トシ立秋ュ至

テ漸ク支流エ遡リ其産卵ヲ産スノレハ秋ノ彼岸

前後ナリ。

抑モ我北海道ノ地タノレ環海将魚、ノ:利多ク鮭

鱒亦其ーナリ。今全道中漁場ノ著名ナノレモノ



ヲ算スノレニ，西岸ュ石狩，天塩ノ二川ア 1)。

東岸ニ西別，十勝等ノ数)11アリ。其他ノ小流

=至リテハ其数甚ダ多・ン。其腕蔵以テ他道=

輸スノレモノ年々殆ンド十万石(六千尾ヲ以テ

百石トス〉ェ向 γ トス。然レドモ間々或ハ大

河ニシテ鮭ヲ産セザノレアリ。叉，鱒ヲ産シテ

;鮭ヲ生セザノレアリ。鮭アリテ鱒ナキアリ。石

狩川ノ如キモ北海道ノ一大)11ユシテ支流最モ

多ク鮭漁ノ盛ンナノレ此ノ河流ニ過クノレナジト

地骨量モ，甲ノ校流ニ鮭ヲ産シテ乙ノ河流ユ絶テ

事之ヲ見ス，且ツ此年漁魚ノ盛大ナノレニ随ヒ鮭

鱒ノ漁、収亦タ漸ク減耗ス。於是カ本{吏(著書

注，開拓使)早ェ計画スノレ所アリ。欧米諸家

ノ説ニ拠リ試ニ一宇ノ解卵場ヲ札幌ェ設ケ以

テ魚種ヲ改良シ， 魚、苗ヲ増殖、ン， 管内復タ

ーノ鮭鱒ヲ産セサノレノ所ナカラシメン事ヲ期

ス。

明治十一年一月，始メテ千歳JlI(千歳川ハ

札幌ヲ去ノレ東九里余7ki源ヲ千歳沼ェ発ス屈叩

石狩):1ェ落ツ)ヨリ鮭魚十五尾ノ卵子ヲ搾

リ，媒養数|司p 然モ遂ニ交感力ノ稀薄ナリシ

ト害虫/卵子ヲ耳目j撃スノレトェ悶リ，発生ヲ得

Jレノ卵子ハ縫カニ弐千余頼ニ過キサノレノ惨況

ヲ来セリ。此年九月，琴似川(琴似}IIハ水ヲ

札幌近傍ノ湧泉ヨリ集合シテ努似村ニ落チ屈

(尚数旦茨戸川ヲ経テ石狩川ニ注ク〉漁川〔礼

幌ヲ去ノレ東七里ニシテ漁村ュ治フ其水源ヲ

「イサリ」山ニ発シ千歳川ニ流レ遂ニ迂流石

1守)11ニ注ク〕ノ二)11ヨリ母鱒六姶九尾ヲ漁獲

、ン，搾卵交接法ヲ施コ、ン，札幌ニ運搬γ，以

テ~[If.化器ニ移セリ。爾来放養二十余日ヲ経，

卵国ニ限寓ヲ発スノレモノ五千穎ヲ撰ミ，東京

ニ送リ，残存スノレ所ノ卵子弐千余頼ハ十余日

ヲ過キ陸続発生スノレノ快観ヲ得タリ。

越ノレ三月乃チ十二月ニ至リ叉豊平)11(水源

ヲ後志山ご発シ屈曲迂同札幌ニ流レ遂ニ石狩

~IIニ注ク〉ェ漁場ヲトス。獲ノレ所ノ母鮭七拾

弐尾ョリ卵鮮l六万余頼ヲ搾リ，交合以テ札幌

二輪シ，其中限寓ヲ点出セシモノ弐万九千穎

ヲ海路東京内務省及ヒ本使試験場ニ送致、ン残

:余六千額ハ之ヲ札幌ニ在ツテ僻化セシメタ
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リ。

以上略説スノレカ如ク経験日尚浅シト難モ試

験ノ毎時改良ノ域ェ進ミ，或ハ瞬化場ヲ改造

シ，水車ヲ用テ水ノ流通ヲ自由ニ、ン， ~昨化場

エ治ヘタノレ清泉ヲ疏通シテ琴似川ニ達セシメ

，以テ将来座ナガラ鮭鱒ノ遡ノレヲ捕獲シ瞬化

ニ供センヲ期ス。養魚、池及ヒ数個，水間ヲ設

ケ，或ハ鮭鱒魚、苗ノ減耗ヲ防キ，公益ヲ将来

ニ期、ン，支流禁漁/令ヲ布ク等其改良 〔ー・

二・三のー〉ニシテ足ラス O 此禁令，出ツノレヤ

曾テー旅人ノ千歳川畔ヲ過ギシテ鮭魚ノ流ニ

充満シ，其銀鱗ノ水中エ滋刺タノレ光景ハ芝ニ

一大美観ナリシト云フ。

左ニ毎回ノ僻化或ハ運送方ヲ叙述シ，付ス

ノレニ卵鱗或ハ当分放養スノL所ノ鮭鱒魚児ノ火

酒浸器械，日降化場等，略図雛形ヲ以テシ!WPカ

之カ備考トナス。(著書註，この図はない。

魚、児の火酒浸とは要するに稚魚のアノレコーノレ

漬標本で，器械とし、う意味はわからない)

明治十一年一月十九日，雌雄/1鮭魚、ヲ勇払

郡千歳川ニ捕獲シ，十五腸ノJJF-鱗ヲ札幌ニ輪

、ン， f皆楽園ノ f}lJJラェ一宇ノ試験場ヲ設ケ，解

化法ヲ施セリ。本道人巧ノ瞬化法ヲ履行スノレ

笑ニ比二始マノレ。今妥ニ其瞬化法ヲ摘載スノL

如左。

鮭鱒捕漁ノ為メ人ブ千歳ニ派シタノレハ客年

ノ十二月ニシテ，河畔ニ仮リニ池州ヲ設ヶ，

l雌雄ヲ区別シ，む号、収ノ鮭魚、ヲ放養ス。卵子/

成熟ヲ計り，母鮭ヲ捕へテ腸中ノ卵ヲ適宜/

器物ニ絞リ出タシ， f支タ雄魚ノ精液ヲ絞リ，

卵子ノ上面ニ撒布シ，羽翠ノ柔軟ナノレモノヲ

耳元リ徐々精液ヲ平準ニ卵面ニ撹梓セハ精液忽

チ卵ニ粘着選注シ，其色暗黒ヲ帯ビ，少時ニ

シテ亦タ澄明ノ色ニ化スルヲ見ノレ。而シテ卵

ニ触サノレ様水ヲ注ギ充分ニ充タシメ徐々混和

シアリ。三十分時ニシテ復タ水ヲ換ユノレ事両

三同，卵子頗ノレ堅実トナノレ。乃千其卵鮮ノ発

生力ヲ得タノレ徴候トス。而シテ之ヲ札幌ノ僻

化場エ運送シ，日Ij紙一号図面ニ示ス所/試験

場中一線ノ流水ニ匝ヲ浸シ，其匝底ニ7]1:虫ノ

浸入セサノレ程一インチ二十五ノ限アル徴細ナ



山
明

ノレ銅網ヲ張リ，仮漆ヲ以テ之ヲ塗沫シ，中エ

卵ヲ浸シ，能ク卵/匝底ニ沈着シテ浮i乏動揺

セサランカ為メ水勢迂緩ナノレ新水ヲ常ユ鮮化

器ニ交流セシメ時々柔ラカナノレ羽者ニテ徐々

卵面ヲ撫テ水省ノ附活セザランヲ要ス。其後

千幾回トナク点検シ病卵死卵ヲ除キ去ノレ。如

此スノレ事十六日(2月4日)ヲ経テ別紙二号

エ図スノレカ如ク卵色淡紅ニ化シ，中心浅黒ナ

ノレ班点ヲ顕スアリ。叉，五十日目ニ至リ，淡

黄ノ色トナリ卵而ーノ眼形ヲ現スノレアリ。依

テ其ー頼ヲ裁断シ，顕微鏡ヲ以テ之ヲ窺フエ

其状淡白ニシテ水色ヲ帯ビ，少シク血脈ノ如

キヲ見ノレ。三月十一日ニ至リ，形状ヲ見ノLニ

色薄色ク翠色ヲ呈シ.全ク魚、形ヲナスェ至レ

リ。三月二十二日五テー卵ノ勝化スルアリ。

其形二号中ユ模スノレガ如ク，7]<色i登明ニシテ

腹部ニーノ薄紅ナノレ褒ヲ抱キ，尾ヲ微橋シ，

長サ大約五分計アリ。此際尾ヲ先ニ、ン解化ス

ノレアリ，或ハ一体ニシテ両頭ナノレモノ二(ー

・二・三の二〕尾，相接スノレモノ，休ノ曲環

シテ生スノレモノアリ。

而シテ僻化セシヨリ凡ソ五週間ニ至レバ長

サ大約一寸二・三分トナリ，腹辺小縮シテ通

常魚ノ状トナノレ。之ヲ長サ六間・巾五間/池

中ニ放チ，其食餌ニハ日々少量ノ蛋白ヲ細カ

ニ砕キ投与ス。場中装置ノ如キハ水上ニ網ヲ

掛ケ木片等ノ流レ来ノレヲ防ギ，叉卵ヲ入レタ

ノレ匝仁ニハ平板ヲ掩へ，窓ニハ木綿ヲ以テ太

陽，光射ヲ遮蔽シ，務メテ場中暗黒ナノレヲ要

ス。始メテ此ノ鮭卵ヲ千歳ヨリ運搬スノレヤ十

五腸ノ卵鮮ナリシモ試験中大約損傷スノレトコ

ロトナリ，其状乳白色ノ点ヲ現スノレモノア

リO 或ハ金光色ノ点、アノレモノアリ，其問水虫

或ハ鼠ノ害ヲ受ケシモノモ齢、シトセズ。今残

存スノレモノ漸ク弐千余頼ニ減少セリ。走他ナ

シ構キニ卵子ヲ牌化スノレニ当リ水勢ヲ過激ニ

シテ卵ノ匝中ニ動指セシガ故ニ多ク此ノ失敗

ヲ生ズノレモノナランカ。

是レヨリ先キ遠路ヲ運輸セソ事ヲ期シ，限

mヲ現スモノ弐百余頼ヲ水害ヲ以テ三層ニ包

ミ亜鉛筒ニ納シ(但シ筒ハ土ニ漏斗状ノモノ

ヲ附シ氷塊ヲ載セ下ニ小孔数個ヲ穿チ融解セ

シ氷水ヲ漏出セシム。是ハ新水ヲ常二交換ス

ノレノ代用ナリ)函館ニ送リ該地谷地頭ノ公園l

内=於テ適宜ノ装胃ヲ設ケ，清泉ェi受入セシ

ニ綾カニ二時間ニシテ二十穎発生シ，漸次静

化シテ廃棄ニ属セシモノハ僅均四・五頼ニ過

ギザリキ。

此ノ卵子ヲ媒助スノレ水ノ湿気ハ槽中常ζ 華

氏温度四十二-三度ヲ以テ適度トナス。

明治十一年九月，鱒魚ヲ琴似)11(札幌郡ニ

アリ〉漁)11(千歳郡ニアリ〕ノ二)11ョリ採集 r

シ，其琴似川ョリ漁スノレモノハ雌;魚二十尾，

雄魚、十九尾ニシテ，此月十八百此魚、ヲ獲シ，

先ツ魚、卵ヲ手エテ絞り出シ，適宜ノ器ニ入

レ，復タft1j;魚ノ精液(俗ユ良子ト唱フ〉ヲ絞

り卵ノ上面ニ選注、ン充分ニ交感セシメ，而シ

テ陽液ノ感ジテ全ク卵色ノ澄明ェ化スノレヲ待

チ，綿布エ包ミ，三層ノ小孔ヲ列穿シタノレ区

ニ入レ，下ニハ7]<苔ヲ布キ，匝上ニ氷塊ヲ置

キ，以テ自然ニ氷塊ノ融解、ンテ其7]<ノ匝中ノ

卵子エ点滴流下スノレ如クシ，翌十九日之ヲ札

幌ノ勝化場ニ運送シタリ。

同日午後二時ニ借楽園ナノレ試験場ノ静化器

エ移セリ。 此器タルヤ長サー尺八寸， 巾一

尺，深サ六寸ノ恒ニシテ，其内部ヲ斑ラナク

焼キ焦カシ，匝ノ前後ニ縦一寸余，横六分余 p
ノロヲ開キ，叉，匝底ニ一インチニ十五ノ目J

アル微細ノ銅網ヲ張リ，仮漆ヲ塗j末、ンタノレ仮

底ヲ沈メ，其下ニ綿布ヲ着ケ，前回ヲ水ノ上

流ニ向ケ，樋ニ餅列シ，常ニ新水ヲ交流セシ

メ，時々点検シ，羽等ノ柔カナルモノニテ静

ニ卵面ノ水垢ヲ去ノレ等前ノ鮭卯僻化法ニ異ナ

ノレナシ，此ノ如クスル事二十五日(則チ十月

十三日)ヲ経テ五・六穎ノ卵子ニ別紙三号ニ

示スカ如キ黒点アノレ限暗ヲ顕ハシタり。十月

十九日ニ至リ其形容ヲ視ノレニ，一点或ハ両点

ノ限禽ヲ卵面ニ卵スノレモノ甚タ多ク頗ノレ従事

者ノ快適ヲ携起セリ。

初メ卵ヲ静化器ニ:移スヤ其色依然トシテ変

状ナシト量産モ日ヲ経ルエ従ヒ卯容虚弱ノホ目ヲ

現シ，白点皮と=発シ，~死スノレモノ陸続ト



シテ不絶，其死卵ヲ去ノレノ労最モ大ナリ。九

月十九日ョリシテ十月二十七日ニ至ノレ間ノ死

卵ヲ算スルニ弐十尾ョリ絞リ出セノレ卵数ヲ三

万九千三百八十穎(ー尾平均千九百六十九穎

ヲ絞ノレ〕 トナ、ン弊死スノレモノ三万三千四百余

類ニ過クノレニ至ノレ。斯ク死卵ノ多クシテ善良

ノ成果ヲ博シ得ザリシ所以ノモノハ葉、ン最初

陽液ヲ魚、卵ニ混和スルノ際交換力ノ稀薄ナリ

シト。叉，此瞬化場ノ樋ヲ以テ水ヲ引キ，止t
p 樋ニ小匝〔乃チ小槽〕ヲ列置シ，樋ノ上下エ

吋 銅網ヲ張リ，以テ水虫ノ流下シ侵入スノレヲ防

キ，叉，水ヲシテ自在ニ其間ヲ流通セシムノレ

モノナレトモ猶7]<:虫(俗ニ横田海老ト唱フ，

5]IJ紙図面ト参観スベシ)ノ集合シ来リテ匝底

エ附着シ，綿布及ヒ網ヲ噛ミ破リテ匝嚢エ浸

入シ，卵ヲ刺撃シテ罷マザリシトエ是レ因ノレ

ナリ。且ツ其虫ヲ防クガ為メニ張リタノレ綿布

ハ幾分ヵ水ノ流通ヲ得クノレカ故其流緩慢ニ過

キ其発育ノカヲ失ヒタノレモ亦謀タシトス。依

テ是等ノ失敗ヲ挽回セン事ヲ期γ，十月十二

日ニ至リ更ェ匝底ノ綿布ヲ去リ，之ニ換ユノレ

ニ馬尾ヲ以テ製シタル傍細ノ網ヲ貼付セシユ

7]<:ノ流通其度ニ適シ水虫侵入セス。於是カイ苦

々美麗ノ観ヲナスニ至レリ。而シテ叉，此虫

〆 /侵入ヲ防ガγガ為メ貯卵場ノ上流ニーノ揚

水刷筒ヲ装置シ，以テ新水ヲ自由ニ送流セン

事ヲ計レリ。叉，漁}11ヨリ獲ノレ所ノ卵子ハ前

条ノ手続ヲ以テ九月二十埠日ェ雌魚四十九

尾，雄魚、三十七尾ヲ交感セシメ，翌二十五日

エ札幌ノ鮮化場ェ運送シ， 四十ノ槽ニ分入

シ，十月十三日ニ至リ，虫害甚ダシキヲ以テ

馬尾ノ網匝ニ各大約四百卵ヅツヲ移γ，同月

十六日ニ限晴ヲ生スノレモノ二〔ー・二・三の二

) .三頼ヲ見ノレ。同二十一日ニ至リ十四五頼

ノ黒点アノレ限形ヲ現シ，当時ニ在リ皆限晴ヲ

発スルモノナラザノレナ、ン。其死卵ノ如キハ前

ニ同シク廃卵日ニ多ク，之ヲ当日ェ算スノレニ

其原数十万余顎ニシテ現ニ余ス所ハ大約七千

五百頼ニ過ギザリシナリ。

琴似，漁ノ二}11ヨリ採集スノレ卵子ヲ区分

シ，合セテ五千頼〔琴似ハ四千三百五十穎，
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告号、ハ三百五十頼〕ヲ東京=運送スノレノ法ハ曾

テ勧農局ニテ実験スノレ所ノ法ヲ折衷シ，先ツ

魚卵ヲ入ノレノレ匝ハ日Ij紙四号ェ示スカ、如ク，厚

サ五分ノ:椴板ニテ内法，長サー尺四寸，巾八

寸，深サ四寸ノモノ三個ヲ作リ，其内部ヲ焼

キ焦カシ，三個ヲ重ネテ壱組トナシ，其恒ノ

底ニハ小孔十一ヅツヲ三行ニ穿チテ空気及ヒ

氷ノ融鮮ヲ出入セシメ，外套周囲エ孔ヲ穿

チ，側面ト底トニハ空気ノ流通及ヒ排水ノ為

メ所々ニ小子しヲ窄チ，木ヲ以テ之ヲ作リタノL

モノヲ以テ桐束セリ。土~Jテ説ク卵ヲ匝嚢ニ排

列スノレニハ別紙五号ニ図スルヵー如ク7]'て苔ヲ採

リ，熱湯ヲ以テ葬グ之7洗ヒ，苔中ニ附着ス

ル微細ナノレ虫類ヲ去リ，其斉ヲ匝底一寸許平

坦ニ敷キ，叉，柔カナノレ綿布ヲ敷キ，其上ニ

卵ヲー列ユ並べ.叉，苔ト布トヲ舗キ卵ヲ並

フノレ事前ノ如ク‘ン，層々相重ネテ四寸ノ深サ

ニ卵子ヲ三層ニ分列シ，最とノ匝ニハ氷塊ヲ

載セ，其融鮮自然ニ匝中ニ流下セシメ，而シ

テ外套ト内匝ノ間ハ四方二寸ノ余隙ヲ取リ，

其空所ニハ落葉ヲ墳メ，外気ノilrit度ニ感セザ

ノレ如クシ，人夫ノ負担ヲ以テ小樟=運送シ，

汽船内ノ冷所ニ静置シ護送者ヲシテ最モ其保

護ニ注意セシム。

此年十二月，豊平河流ニ漁場ヲトシ，獲ノレ

所ノ母鮭七十二尾ヨリ卵鮮六万余類ヲ搾リ，

雄魚、八十七尾ノ陽液ヲ出シ交接法ヲ施シ，此

月六日ヲ以テ運搬ヲ始メ，同月二十日ニ至ノレ

マテ之ヲ試験場ノ勝化器ニ移セリ。但シ此卵

子ハ母鮭ニ比スレバ其量殊=少ナキ所以ノモ

ノハ蓋シ該河ニ於テ卵子ヲ成熟セシメ γガ為

メ池州ニ貯ヘ‘ンニ，一朝河水ノ暴滋=逢ヒ魚

ノ雌雄ハ一時ι混、ン，為メニ熟魚、ハ池中ニ放

卵スノレニ是レ因ノレナリ。而シテ此卵子ヲ勝化

場ニ運送スノレノ法ハ当時冬天Z互寒ノ候ナノレヲ

.1:)テ三・四個ノ煉瓦ヲ火中=温メ之ヲ卵匝ノ

四隅ニ餅へ，上ニ卵ノ入リシ匝ヲ安置シ，蓮

ヲ以テ之ヲ覆ヒ匝中常ニ四十二度ノ湿気ヲ保

タシメ，橡車ヲf就テ運送セリ。但シ，前条ノ

温度ヲ保タシメンハ瞬化場/水ノ常温度ヲ保

タシメン為ノ意ナリ。
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批/卵子ヲ媒助発育スノレノ法ノヴIJ紙六号ェ

示スカ如ク噴水曜F筒ヲ設置シ，常二新7]cヲ勝

牝器二自由=送流スノレニアリ。然モ此機ノモ

ノタル人馬有限リノ労力ニ依ラスシテ少量ノ

水力ヲ駆リ，移多ノ効用ヲ奏スノレモノナノレヲ

以テ其観実ニ快おニシテ其改良モ亦鱒卵勝化

器/比ニアラズ。今妥ニ其装賢ノ一端ヲ叙述

セン。

7.k車ハ1際化場裏ノ;左側ニアリ，其装置ハ水

j 選流下スノレニ従ヒ車輪エ走り，車軸ハ緩転

シテ勢力ヲ倍シ，直チニ滑車ニ送リ，滑車ハ益

激シテ構筒=伝へ，而シテ自由ニ脚筒ヲ摩擦

上下シ，昼夜間断ナク新水ヲ槽裏ニ噴注スノレ

ナリ。且ツ是ノ注入スノレ水ハ日開筒ノ底ニ微細

ノ網ヲ張リ，水虫或ハ塵芥等ノ侵入スノレヲ防

グガ故絶テ汚物ノ流ノレノレナク其水/槽裏ニ注

グヤ中央=板ヲ以テ区別γ，其板間二三所ノ

7.K開アリテ網ト綿布トヲ以テ水ヲi慮過シ，尋

テ三処ノ樋ヲ流シテ各々六個ノ解化器ニ落

ッ。其落ノレヤ水ハ匝底ニ下ノレカ如クシ。而シ

テ底ヨリ水ハ溶々トシテ網ヲiI置シj勇キ出タ γ

恰モ清泉ノ砂底ヨリ噴出スノレカ攻口シ。其解化

器ハ三行ニ列シ，一行ノ勝化器ハ六段アリ。

始メハ高ク，終リハ低ク，水ノ淑流其度エ適

セシメ，最後ノ勝化器ニ至テ河中ニ落ツ。且

ッ其器ハ底部ニ仮漆ヲ塗沫セシ微細ノ銅網ヲ

張ノレ所ノ仮底ヲ兵セリ。叉別ニ最上ノ水槽ヨ

り竹管ヲ通シテ，前ノ瞬化器ノ如キ三行ノ器

=水71段ギ，其器ハ毎行六段アリ。而シテ卵

ヲ分ヅテ此器ニ移シ、ニ，形容頗ノレ美ニシテ

主主モ浮乏動揺セズ斉々匝裏/網底エ沈着ス，

別紙略図ト参観スベ、ン。

叉他ノ牌化場(先キニ鮭鱒ノ鮮化セシトコ

lP)二三個ノ水槽ヲ作ノレ。英図ハ別紙七号ノ

故日シ。此器ハ旧時用ヒシモノノ如ク， I唯々水

ノ，匝底ョリ噴出スノレガ如ク造リタノレモノナ

り。然モ此器ニ卵子ヲ分入スノレユ当初勢力頗

グレ健爽ナリ。且ツ六・七両号ノ解化卵鱗ハ外皮

膨脹シ，其色殊二時紅ヲ帯ピ，一点或ハ両点

J限寓ヲ顕ハスモノアリ。而シテ前条載スノレ

所ノ六号僻化器ユ注入スノレ水量ハ一分時間ニ

昼夜平均弐升ニシテ，七号/牌化器ハ一分時

間ニ弐升五合ノ水ヲ送流ス，放ニ冬間ニ在テ

ハ七号ノ器ヲ用ヒ，暖和ノ侯ニ在リテハ六号

ノ器ヲ用ユノレトキへ卵子発育モ幾分カ稗益

アノレハ，蓋シ疑ヒナキガ如シ。 Eツ此卵子ヲ

媒養スノレニ，房内水ノ温度ハ王手氏ノi検温器四

十四度ニシテ房内ノ温度ハ四十度ナリキ。

主主ニ現今ニ至ノレマテノ死卵ヲ算スノレニ，総

計六万余頼中ヨリ大約二万五千余穎ヲ失フカ

如シ。但シ其弊死スノレ所以ノモノハ此ノ清泉 ~ 
ノ上流ヨリ石灰質ノ浮泡流レ来，幾分カ槽裏

ニ散入スノレト叉是ノ器械ヲ改良セサノレ前，乃

チ水ハ樋ヨリ匝下、ン匝底ヨリ噴出スノレノ器巧

ヲ用ヒサノレノ時ニ在テ少シク胆底ニ水垢ノ附

着スノレトユ僑リタノレモノナランカ。其卵形ハ

日Ij紙七号ニ示スガ如、ン。

両点ノ限晴ヲ皮相ニ生スノレ卵子二万九千頼

ヲ当時東京内務省及ヒ本使試験場ノ需メエ応

シ運送スノレノ法へ厳寒ノ候ェ際スノレヲ以テ

別運送匝ヲ製シ其外匝ノ四隅ニ亜鉛板ニテ製

スノレ函ニ温湯ヲ入レ，而シテ内陸ニハ卵子ヲ

断へ最上ノ匝ニハ氷ヲ詰メ，次ニ水苔ヲ置

キ茶装置ハ氷水ノ融解シテ小孔ヨリ水苔ニ渉

滴シ，而シテ六層ノ卵面ニ注キ，最後ニ至リ

無数ノ小子しヨリ水ヲ排スノレFナリ。叉側聞ニハ ! -数多ノ小孔ヲ列穿シ常ニ空気ノ出入ヲ使ニシ

内匝ト外匝トノ問ニハ，周囲稲秤ヲ敵庄セノレ

モノヲ填メテ温度ヲ保タシメ匝中常ニ三十五

度ヨリ四十度ノ温ヲ取リ，人夫ノ負担ヲ以テ

之ヲ小樽ニ送リ汽船ユ搭シテ運送セシモノナ

リ。但シ其途中へ亜銅筒/温度ノ高低ヲ計リ

日夜三，四回匝中ヲ検シ常ニ温度ヲ保タシム

ノレユアリ。

以上三回ノ経験ニ於テ勝化発育スノレトコロ

ノ鮭鱒魚、児ハ即今瞬化場ノ下流ニ養魚場ヲ設

ケ放養セリ。然モ明治十一年ノ首二勝化セシ

鮭魚ハ其大サ入寸余ニ至リ，叉鱒児モ六寸五

分弱ニ成育シ最後ニ勝化セシ鮭児モ二寸強弱

ニ至ノレアリ。而、ンテ其体頗ノレ健爽エシテ池中
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ニ器産泳セリ。叉僻化場ハ尚未ダ魚、害ヲ来スヲ

以テ更ニ!日場ヲ廃シ，別ニー字ヲ新築セリ。

其装置ノヴIj紙八号ユ模写スノレカ1日ク，場中三

行ニ牌化器ヲ置キ，水ハ竹管ヲ通ジテ元槽ニ

注ギ，叉流レテ槽ニ落ツ。英問槽口ニ微細ノ

銅網ヲ貼付シ塵芥或ハ水虫ノ侵入ヲ防ギ，且

ツ1降化器ニ流ノレヤ栓ヲ通シテ水ノ緩急ヲ自由

ニシ以テ毎器ユ流ノレ。其流ノレヤ水ハ画底ニ落

ツ英装置ハ恰モ清泉ノ!噴出スノレカ"如ク、ン，層

、々流レテ河中ニ落ツ。

『 未ダ鱒魚、ノ遡ラザノレヲ以テ静化器ノ適否ヲ

予定シ難シト量産モ，思フェ鱒魚、ノ此ノ河流ニ

遡ルモノ亦近キニアラントス。請フ他日ノ成

果ヲ待テ之レヲ詳記セ、ノ。

明治十二年九月十七日

物産局製物試験場

野村幾千 代記

山一四一……
(あとかき〉

1，見出しの写真は if皆楽園勝化所」で写真

r の裳商には明治11年 9月建立と記されてあ

る。本文中にものべたが，この建物が出来

る以前にはどの建物が利用されたかはわか

らない。

いずれにしてもこの写真が現存してい乏

日准ーのものと思わわる。総体的な配置は，

北海道誌に載せられているので次号で参考

に供したい。

〔北大北方文化研究室蔵)

2，凸版は原因をそのまま写したもの。

3，文中使われている文字が特異な場合が多

いが， これは特に原文のままにしたためで

ある。例えば僻化場という字は 11笥所だけ

に使われており，普通には鮮化所で，稀に

人工鮮ft， ~降卵場の文字で現されてもい

る。
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~北洋資源研究協議会資料より抜奉~

アメリ力太平洋漁業50年
(自 1903年至1952年〉

紹介にあたって

これはアメリカの有力な漁業雑誌パ

シフイツクフイシヤーマン誌が1952年

創刊日O年特集号として出服したもので

，これは約半世紀にわたるアメリカ大

平洋漁業の各種漁業についての行政，

経済，技術の全般にわたっての紹介で，

特にアメリカ人の漁業に対する考え方

即ち資源保存に対する彼等の思想、と熱

意が強く打出されている，特にここで

は鮭鱒に関するものと，他の魚種につ

いては通説を全部紹介した，鮭鱒資源

の増殖を担当している，現場の人達に

も犬へん参考ーになると思ったので抜奉

して紹介した次第で、ある。紙面の都合

で一辺に掲載出来ないので 3回に別け

て掲載する。(企画大久保技官〉

第一編基礎の十年

漁業は1903年より 1912年に至る 10年

間に置かれた土台石の上に建設され

た。

1 第一期通説

米国の水産業は， 1903年 (明治36

年)より 1912年(大正元年〉に至る第

1・10年期におろされた土台の上に，

築きあげられた。 諸種の漁業の基礎

は，われわれの50年史のこの第 l期に

置かれた。この時代は変化のめまぐる

しい時代で，偉大な漁業がそこに生ま

れた。ツナ漁業と，加州のサーデイソ、


