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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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--~~~~一一

~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、
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漁業が真実の発足を始めた。漁場には

動力が現われ，モーターが海の深みに

浅瀬に，ろかいと帆前を駆逐じた。耀

詰工場には機械化がお正ずれた。かつ

てウォーターバス(註サケ耀詰工場創

成期のたて型レトルト〉が廃されたよ

うに，そこからハンダ付製造法が姿を

消した。パシフイツク・フイツシヤー

マンは 1903年に生れた時に，最-初jの

サーデイン耀がモ γテレーで詰めら

れ， アイアンチクの試製モデル 1号

が組立を終り，いの一番の動力付き巾

着網漁船がお見えをした。漁業の諸国

のいたるところに生長が目見られた。

すなわちまさに生まれたツナとサー

デイン漁業の力強い生ぶ芦， オヒョ

ウ漁業はすこやかに伸びて水平ー面に達

し，サケ、ぬ業はたくましくも育って，

男盛りの年令にはいった。

解化場への偏愛

ー初期時代における謬論ー

1 通の古文書

この解化場への偏愛が，第1・10年期

における漁族保護の考えの，大部分を

特ちょうづけた。人々は， ~際化場こそ，

供給の問題の，どれへもの答えである

とし、う読弁に，その心配の避難所を見

つけた。毎号々々，毎ベージ毎ページ

が，完全な万能薬として，解化場を賞

めたたえることに，提供された。編集

長は，フランク・ライトのピレツジポイ

ントの建網が 1日10万尾也のサツカイ

を揚げたり，漁夫がサツカイ 1尾ラセ

ントとし、う安値を受け取ったとし、う。

ビュージェットサウンドの1909年のサ

ツカイの大漁を論じたのち，この大き

'J.o> ~..J)t 

… 仇…よω一つ
知れない滅退を憂慮し，その心配のす

べてを絶つ治療法として‘ただ 1つの

解決法は，魚を1際化することにある、

と託宣した。サケ漁業の状態を調査す

るため，連邦政府から，アラスカに派

遣されていたへンリー .B・ワード教

授は吋際化場こそが解決策である。商

業上の用途のためにこうむらされてい

る，恐るべき破壊の速度に，追いつく j

ためには，それ以外に方法がない。、

と報告した。

英領コロンピアにおいても，解化場

主義の考えに，強い支持があった。ジ

ョン・ピーズ・バプコックは， 1901年

に傾の漁業省次官に任命され，またサ

ケ保護における有能な先駆者であった

ことで，記おくされるカナダ人で、ある

が，彼はコロンゼア河盆地の全域にわ

たる解化場網の建設を主張し，その申

立によって， 1つの解化場がセント湖

に設けられた。これにより 2年前に，

シヤスワップ湖のグラニット・クl}ー

フに 1つの解化場が建てられていた。¥
.-

サケ問題の根治薬として， ~際化場に

傾倒した楽観論の， 極まったもの

は， 勺惇化場は，サケの絶滅を不可能

にす、と題して，本誌の1911年11月号

の主要記事として現われたもので，そ

れは当時のワシシトン州内の全解化場

の主長の役目にあった人の言い分であ

る。彼は，同年コロンピア河に現われ

た穴きな群来中に解化場こそがサケ群

来の保持と，その上昇的建設の，全物

語であることの，積極的証拠を見いだ

した，と述べた。そして結論として言

うには， ‘もしもそれぞれの州と，連



邦の政府とが，適当な醇化場制度を維

持していくなら，将来につき，なんら

おそれることはなかろう。人工解化へ

の，かかる盲目的信仰によって，サケ

iの資源に，いかに大きな損害が及ぼさ

れたかは，やっといま，我々が現実に

理解しはじめたところである。

21 ゐ賢こい利用、

冶による保護が常に第 L義的責任

漁業資源の保存一、賢こい利用、と

札、う真の意味に於ける保護ーが50年を

通じての，バシフイツク・フイツシヤー

マンの基本的目標であった。本誌は，

資源の永久化こそ， それによって生

きる総ての人々の第 l義的責任である

こと，そして，業界一漁業家と製造業

者ーに依ることの責任の理解と引受け

こそが，政府の命令よりも，無限に望

ましいものであり，無限に，一層効果

酌である，と主張することをちゅうち

よしなかったーそして，今日も，なお

ちゅうちよしない。

ぜ この態度は， 1904年にその最初の宣

言をしたときから，日O年のどの年をも

通じて，一貫して明らかにしてきたと

ころで同年には次ぎの社説を述べたこ

とが，発見される。 ミ魚さえ来るなら

ば，サウンドに漁業の歴史が始まって

以来の，最大の生産高左上げられるこ

とに，疑いはない。しかしながら，大き

な注意を払わなければならないのは，

多数の魚が，産卵床に到達することを

見とどけることだ。何となれ，ば，こ

のことは，業界の将来の全部が，依存

しているからである。(傍点は， 1952 

年に施した。〉
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すでに1908年の昔に，耀詰製造業者

ならば‘コロシピア河の春漁のチヌー

ク(註.コロンピア河のキシグ・サー

モン即ちマス・サケ〉の収穫は，毎年

々々遅れてきつつある。、と，パシフ

イツク・フイツシヤーマンに報告して

いた。今や我々は，水産研究会(フイ

ツシヤリーズ・リサーチ・インスチチ

ユート略としてF.R・Iといわれて

いる。 109節， 132節参照〕の研究によ

って，当時はまさしく魚、の群来の心臓

部というべきものが，徹底的に潟獲さ

れつつあれ耀詰製造は，もっとも生

殖能力の高い魚から行われつつあれ

一方，踏み迷った走リヤ，落ちこぼれ

の落ご者であるとぼしい流れが，副次

型な魚、の群来を生産すべく，水源に遁

走しつつあることを，知るのである。

この1908年に，フレーザー河のサツ

カイ群来を再建するための，国際保護

を講じようとする最初の努力が払われ

た。これに依って明らかなことはヲか

の1913年一ベルゲート(註.地名、地

獄の門、の意味。 46節参照〕の惨事が

起った年ーのとほうもない大群来の 5

年前に，すでに，心の澄んだ思想家の

頭に，フレーザ←の問題に合理的措置

を加えることの必要が，明かに映って

いたことである。我々は， 、フレーザ

ーは，もはやサケの重要な河川で・はな

い、とし、ぅ，陰気な記述を1909年の大

群来の，わずか 2年前に，見いだす。

そして合衆国と英国とは，合衆国とカ

ナダに共通する水域に於ける，魚、の保

護を目的とする， 1つの条約に調印し

た。この国際機構の最古のものは，何

ヵ月かのあいだ，正しい努力を続けた
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のだけれど，やがて，自閣が円国かと

いう利己心の横波のため，動かなくな

った。

22 最初は日本人は顧客であった

日本人の，北アメリカ漁業への，侵

略の歴史は，その草分けをこの期にも

ち，正直のところ， 1903年から1913年

に主るどの年を調べても，その強い圧

力を無視することが出来なし、。この圧

力は，最後に，太平洋に戦争を起させ

る一役を演じ，日本をして，恥ずべき

降服の焦ごとにひきずりこませた。そも

そも最初に於て日本は一人の顧客であ

った。我々の最初の号はミ日本に積み

出したほし魚は，大好評を博しつつあ

る、と記るし， 日露戦争が勃発する

と，日本はサケ樟詰を多量に買ったの

で，そのピンクの値段が 1カ月のうち

に， ドールのダースに付き， 5MiJから
60仙半も飛び上った。(本誌はこれに

関連して， な市価つり上げを策してい

るブローカ一連の荒い話、主了解説し

た。)

23 日本人の最初Jのアラスカ侵

入は1904年

戦争が終ると，新しい日本が現れJB
た。我々は，バ誌の1904年12月号に於

て，日本の新聞に最初に現われた次ぎ

の運命的記事を読む

ミアラスカに於ける最初の漁拐作

業、 込日本水産(註. ~n在の日本水産

株式会社が生れた以前の，全然、別な会

社)はこの春，東丸その他の漁船によ

り，アメリカ合衆国アラスカ附近の某

所に出漁して，総務作業に従事した。

総船はサケ20万尾マス3万尾を積み， t黄

~に!帰港した6 前記の人達は，はるば

る遠くプメリカ迄出動して，漁業に従

事した最初の日本人である、。

パシフイツク・フイツシヤーマソ

は，かような企ての，意味するものを

見抜ぐのに，遅れることなく，多くの警

告的論説のトップを，断呼として，切

ることに於ても， ちゅちよしなかっ

た。我々の社説は，次の事を書いたo

b もしも政府が，この密漁を防止する~

何らかの措置をも講じないたら，アラ

スカの北部の，叉南部の水域迄，小さ

い褐色の人間の漁般が，あふれる様に

押し寄せることに， 疑いない， 日本

は，どの国よりも，一番多い漁船隊を

持っている。そして，儲かるお車業がや

れる水域が，どこにもでも発見できれ

ば，これらの漁船が未だ眠つてないだ

ろうことは，確かである。

サケ躍詰製造者も，反応して起っ

た。 即ち翌春には， ミ耀詰製造業者

は，日本人漁夫の，アラスカ・サケ水

域への侵入を防止しようとする，決意

を固めた。談会への陳情によって，こ込

の外国人の侵入に抗議し……会平に居F

て，結局はアメリカの産業に悲惨な結

果をもちきたすで、あろうこの競争者

に，ストップをかけるべきことを要望

した。

、これより先，早くも 1900年に，日

本のトロール船は，アリューシャンヂリ

島沖合の漁場で，操業していた。 1911

年には総屯数13，500屯に及ぶ77隻のト

ロール船が，日本国内の造船所で建造

され，尚どこから手に入れたか同じ隻

数のトロール船で，北太平洋で操業し

ていた。1912年に至る迄，カナダ人は，



トロール糠業の企画に，興味を持たな

かった。この年 3隻のグリムスピ-. 

トロール船が『北海から持ちこまれ，

しばらくの間，プリシスパートを基地

として操業されていたが，その成績は

良くなかった。

第二編非常時の10年

34 第二期通説

ー パシフイツク・フイツシヤマンカ"

太平洋の水産業にリポーターとして奉

仕した50年の第2の10年は，あの台風の

すぐあとに寄せて来る，大うねりの様

に整然とした， 1つの経済の上り下り

の，絵巻を展開した。 1913年(大正 2

年〉の開幕から， 1922年(大正11年〉

の終幕までを通じて，それは， 1つの

好況から不況へ，そして不況から好況

へという 10年であった。だがその各年

は，上り下りのリズムにもかかわら

ず，水産業の前進に於ける，正味の利

得は得た……たとへその利得は，或る

場合に於ては唯廃退と悲惨から呼び

r 起こされた知覚に於て，又は，単に b

k 何かを為さねばならなし、と誓った決

意の中で，測定しうるにすぎないけれ

ど。

46 サケの生牧学と工学技術，

この産業の経済を動かす，

第2，10年期のサケの物語りは，はっ

きりと 3つのー一一生物学的と，経済的

と工学技術的一一分野に分れる。 事

実，この状態は，或る点に於て，今日

に於ても，相通じている，もっとも明

らかに，各々の聞が他の国に影響を持

っている，ということにあるが，この

其nが‘ 1913年を持って始まるに当り.
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我々は‘先ずこのio年期の生物学的様

相から奇を始める。 1913年は大きな惨

事が未曾有のサケの大群来と，合せてよ

突発した一一一結局科学的研究を強要じ

つつ一一ことにより司サケの歴史に於

て永久にきわだっていることであろう

から。

フレーザー河のへルズゲート(註.

地名、地獄の門、の意味〉の山崩れが，

起った当時，一つの惨事と考えられた

一一後年の官庁側の弁護者達により，

誤って，塗りつぶされた現実的見解ー

ことは，興味深い事である。我々は次

ぎの様に報道した。 益事に通じた耀詰

業者の意見に依れば カネーデイアソ

.ノーザーン鉄道の建設工事に従事し

ていた請負人が，フレーザー河の上流

を塞いだ。これにより産卵に昇るサケ

の道路が妨げられたので.ピユージェ

ットサウンドとプレーザー河のサケ櫨

詰製造者は，何百万ドルにも上ぼる損

害をこうむるであろう。河は，この 2・

3日 (10月4日〕の間に，通過するの

で魚、は現在自由に上流に進んでいる…

バンクーパーに於ては，暴破が‘魚の

通過をjJf.f断したのも知らないでいる。

翌月，本誌は報道した。 た 4年の後

に緯詰業者により重大な影響が感知さ

れるであろう。ミ我々は心配でならな

い。 、事態の観察と解釈について，そ

の後に続いた多くの違いの最初のもの

が同じ号に現われていた。ワシントソ

州は，一人の解化場員を状況調査に派

遣した。彼は報告したなサツカイの供

給が，危険にあることは無い。産卵し

得るだけの多くの魚、が，上流へ通過し

た。考えて見ても，暴破は，魚の密集

ヰヒ防いだことにより，その産卵を援助

した。 ミ翌年カナダーーカナダ霞一一
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は?プレーザー河啓聞の責任を引受け

たo 1915年にはーへルゲートの‘障害

物は取払われた‘と報道された。ベー

カー河に，水力発電計画があるという

噂を聞き，バ誌は，そこにダムを造れ

ば貴重なサツカイの群来を破壊するで

あろう，と警告した……これは結局，

事実となった。

47 魚族保護はパシフイツク・プ

イツシヤーマシの終始一貫し

た関心事

本誌は，その最初から.魚族の保護

に関心を持ち，終始一貫して，水産業

への不健全な投資に，反対する十字軍

であった。 1916年の早いところに出さ

れた一つの論説Vt.，この 2点の両方に

ついて，我々がとった強硬な立場の代

表的なものである。 ゐパシフイツク・

フイツシヤーマンは，この大産業の保

存に興味を持つ人々の関心に，訴える

……もしも.それが我々の子供達に，

孫達までに，保存されなければならな

いとするならば，近い将来に2 なんら

かの根本的改革を，為す必要があると

いう事を。 ‘更に，余りにも多すぎる

工場一一ーその多くは賢からぬスタート

をしたーーとし、う事が， 、漁場資源の

堪えきれない流れ出し、の理由と Lて

挙げられ.しかも，この工場乱設とい

うことが， 込サケは，ぼろい商売であ

って，すばやく金を儲けるには，唯サ

ケ工場を一つ建てれば良い，とし、う，

一般に行きわたった，全く間違った観

念、に根ずいていることを指した。

プレーザー河の惨事を証明するには

1917年一一ーその後， 更に1921年一一ーを

待たねばならなL、。 1917年の製造高は

1913年のわずか20%であった。 10人の

カナダ人から成る委員会は，事態を審

査して.次ぎの事に原因が有る事を非

難した。 (1)アメリカ人による乱獲，

(2)英領コロンピアの流網の過剰，ゆこ

の河の，中自体に於ける，不適当な潟掛

船上流に於けるインデアンの漁拐， (め
遠隔なオツタワの行政(6)へルズゲート

の閉塞， (7)政治影響。バシフイツク・

フイツシヤーマシは，挙げられたこれ

等の理由にかかわらず，プレーザー河

サツカイ回復の促進を約束する様に，

どの計画をも支持する，と宣言した… d
かの条約が起草され，調印され.批准

され竺そして委員会が活動するまで，

みずから矢表てに立ち，来る月も，行

く月も，年から年ヘーひるまず恐れず

奮斗した。

48 科学的研究を欠いた

初期提案の取締り規則

円0年期ダイジエストミの，多すぎる

部分を，フレーザー河の劇に使うであ

ろう危険をおかしつつ一一一何となれ

ば.今起一つの場所で，充分にこの事

を発表した事が無く，又この問題とそ

れが歩いて来た道は，人が生物学的問

題に取組み，その核心に近ずいていつ

た姿を眺める上に於ても，それほど大 j 

きな関係を持つ，だから一一我々は更ー

に，国号主的利害によって複雑にされた

事柄を追って，進んで行こう。業界は，

サツカイの問題を憂慮し，米加合同委

員会に次の案を，提案した。 (1)少くも

50%の遁走(註.漁獲を免れて産卵床

にもぐりこむこと〉を保証する 8カ年

間の禁漁， (2)国際委員会による業管理，

φ)ニュー・ウエストミンスター橋より

上流の禁撫，制米国側に於ける漁業具

増加の停止， (5)一般的漁具削減(6)洋上

取りの禁止， c的解化場。以上には科学

的調査研究について，何等の言及も無

く，叉ミラーフリーマンが提唱した。




