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魚卵9際化闘係古文書 E

秋 庭

憎楽園時代の笑質的な試験は明治 11

年 1月から翌12年春までの聞に終った

とみられる。この間の経過は前号野村幾

千代の報告に明らかであるが，この後ふ

化施設に随分と手を加えてはいるもの

の， 12年の視魚、捕獲は思うに委せず，ふ

化成績もiえ悪で，こえて 18年にはまっ

たく終荒する。元来この試験は人工ふ化

方法の輸入にあったから，その意味では

一応果し得たものの，その再生産を行う

効果の点でははなはだしく不満足のもの

で，結果的にみれば直ちには実施に移し

得ないという結論を導き出すに致ったも

のといえる σ また，単にふ化試験だけに

JI-.まらず，親魚は放卵後海に出るかどう

か，あるいは何年目に帰るものか，産卵

後はどのくらいで死ぬものか等も試験の

目的に加えられ，内金や銅を尾につけて

放すことを試みたりもしたのだから，こ

うした意味では全然結論を得ることはで

きなかったの

本

E以以~、降lに乙ついてふれる η

9月80日l乙製煉課から警察課にあて

てふ化事業のために発寒，琴似，義平の

3川で鱒を獲りたいから，との申出が行

われている。(同日付で最初は創成川と

され訂正された〕これは前年札幌郡内の

杢川が鮎艇の漁猿を禁止していたから，

鉄 之

当然のことわりで、別に奇異で、はないが， ..Ji¥ 

9月末で鱒の捕獲を計画するのは妙であ、

る3 しかし，この書類は写本で保存され

ており，他の関係からも矢張り際交は鮭

であったと貝われるち(以下何れもこの

期の関係文書は鱒となっている)。

この後，この単なる了解を求める合議

が意外な発展をたどり， 10月2日には札

幌警察署から「該川ノ義ハ一般ニ禁候義

ニヂ人民ニ於テ捕獲ノ趣意知Jレニ由ナシ

然Jレ時ハ自然不都合相生シ可申掛念ニ付

右趣意人民へ告知候上御着手相成候様」

と回答が行われ，翌3日，この告知は警

察署から行って欲しいとのべられ，同日

付で直ちに警察でするのは順序が違うと 弘

回答している。製煉課では止むを符ずA

「笑地派出之者」をして徹底させるから

ということで薄着いたが，実際は警察側

で懸念していた住民への趣旨徹底は行わ

なかった。このことは 7日付で製煉課と

の経緯を付しての上申書がある。署名は

渡辺九等警部とあり，要点は「即今捕獲

エ着手候趣相聞候仮令試験ノ用ナリトテ

共理由ヲ示サス勝手ュ捕獲スヘキ義無之

哉ト存候条至急人民ュ告知候様該県へ御

達有之皮此段上申候也」とある門このこ

とが厳重に実施されたかどうかは文:書に

残っていない。

11月には野村幾千代が山形，新潟両県



へて然ふ化の研究lこ派遣される その期

間は不明であるが， 19日付の伺議ーがあ

り，新潟県会永山盛輝と山形県会三島通

庸にあててそれぞれ，三面川と最上}ll!乙

ついて研究したいので宜敷くとの文書

が， 調書広文(キ札L幌本庁開J折拓t石i大書記官〕

のぞ名I詰前1な}で

つたのは金閏帰還の報告告.害でで、，すでにの

:べたように同氏は人工よりも天然ふ化を

主導していた人である。

持、fi書については本誌69号 ;:5貞きで

服、

この報告書は先年東京から恒l付されて

来たもので，この際の文面によれば人工

ふ化はまったく問題にされておらず，ソ;

然ふ化法の導入を指示してきていること

がうかがわれるの当時の情勢を知る資料

とも思われるのでその全文を紹介するの

札幌書記官如

来京三等出仕書記W
新潟，山形両県ドに於テ古米養魚法施行米

ノ義伝聞之末西村ヨリ動幾日農学校長関沢明

治へ面話ノ節依頼別紙報告書弐間取出(此ゾJ
ニ主主魚、ノ義ハ漁獲豊lメ|ニ{系ノレ一大事項ニ付兼
テ本使ニ於テモ厚クJ七意有之次第，然、ノレニ本

邦ニ於テ百余年前ヨリ才1=-注意清子致、ン，今

ニヲE迄連綿人民其利ヲ獲ノレハゴ:ニ感心/烹

リn 因リ先般内務省ヨリ係ノ左派出シ， fl~ サミ

際点検為致候趣ニ{、j北海道/如キモ是迄鮭j，(l

t字登込稀ニ少シよ古川へハ00右)j法ヲ行ヒ，
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ての文書があるさ

乙の天然産卵についてはすでに 11年

秋には試みられたようである 1月 9日

付で製煉課物産係野村幾千代の起案で物

産防長にあてて弐のような上申書が残っ

ている「これによれば「県平川漁場ニ於

テ先回国置候鮭魚、天然ニ産卵致候寺子大約

壱万五千粒見込ヲ以テ昨九月ヨリ着手致

{院ニ付Jとあり，その内容は詳かで、ない

が， た然ふ化の試験が行われたことは疑

々い この点は従来知られていなかった

ことである、

これらの文書のほか， 12年 11月 25日

付では根室書記官から札幌書記官にあて

て川口裕三が択捉で、のk鱒採卵の成功を

報じている《保卵数は 4万粒であるが，

残念なことには回送した函館丸が函館港

で出火し，僅かに 2，4千粒が{皆楽園l乙収

寄容されたに過ぎない勺

川口雇の紅鱒探卵には事情がある内

同人が根室へ派遣されたのは 11年 10

月で，目的はまことに高名だった西別鯨

の採卵にあったっしかし，不幸にして波

f立を流出させてしまい，卵をとることが

出来なかった(これについて同人はその

古任を痛感し，翌年を期したが，結局は

収室支庁l乙移籍してもらい，一歩すすめ

てキT師。I'Jの掠.!j!Jをはかったものであっ

叉従来魚ノ上ラサノレ川々へハ瞬化i.tヲ用候ハ Tこっ
パ漸次洪益ヲ可起ハ必然、之義ニイナ御都合次第

ニハ右関係ノ吏員彼地御差遣シ実地ニ就テ其

方法装置等研究為致候テ実地施行之御参考ニ

可相成存候間当御評議之上長官殿へ御開申p

函館，根室へ別紙四方等之儀可然御取計有之， 度此段中進i民也勺
トー一年十二月二十八日

これらの文書のほか， 12年 11月 25日

付では根窒書記官から札幌書記官にあて

jltj5J1j川での失敗については根室書記官から

札幌書記官に宛てた報告があるη

(前冊各〉種魚百二十九尾ヲ水箱ニ儲蔵シ，

iiiJ中ニ煙メ，保育ヲ加へ置候由之処時化之節

流水之為メ水箱ヲ破壊シ，不残流失致候段届

:H候ニ付実際検主主為取調候処事実相違無之JX
ニ意外ノ不当主ニ有之候う元来西別)11ハ東南獅

ニ而シ西北廷i莫ノ地ニ、ンテ併楽園ノ如キ地勢

ニ，11\1<之当方派テ心配致1民得共 ~íj条之次第遺憾
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極リナク，直チニ同人ヲ派シ西別)11ヲ糊リ其

水源 CJIIロヨリ凡三十里〉ニ就キ天然ノ卵子

ヲ求メ僻化ノ業ニ就カシメシモ時季相後レ，

大半化生ノモノ千余ヲ得，現ニ成育中エ付不

日汽船便等ヲ待チテ御地へ回送/見込ニ有之

候。其報告ヲ1解ノレモ亦良種ヲ育、ン之ヲ石狩川

ニ移殖シ其失敗ヲ補ヒ度事情ニ候条無余儀，

御了承有之度。く後略〉この文書は4月 19日

付で，本庁からの再三の照会に対して行われ

た回答でーあり，失敗に対して卵を水源迄求め

たことにも併せ，余程の大事として扱われた

ことがうかがえる。こうした扱い方はことが

単に用務をもって本庁員が派遣されたという

ことに止まらなかったことをも意味すると考

えられる。昭和8年刊行の根室千島両国郷土

史によれば，

0明治 12年 8月 18日 金千三百三円を以つ

て魚苗保養池を発足に設け試験せしに害虫

の為皆死す。

0明治 13年 10月 7日 根室別へふ化場を設

け西別川源鮭卵を採りふ化せしも皆死す。

とあり，詳細は不明であるが，つぎの文書に

よっても根室支庁のふ化事業に対する熱意が

うかがわれ，ふ化場を設けたとし、う記録とも

符節が合うように思われるの

この文書は本庁物産局から根室支庁の会計

認にあてた 5月 30日付のものである。

l当庁届)'1口税三義客胤中其地出張鮭魚僻

化着手ニ付所属スノレ費途其他同人日当及び月

給御繰替相成候書類当庁出納課ュ宛御廻付相

成候ニ付書類見閲候処勝化所建設等ニ至ノレ迄

窓枠御組込相成様)11仁l税三之其地出張スノレヤ

容歳00書記官殿ノ御滞札中於其地モ魚卵1際
化法Jj御伝子守相成旨御熟話之趣モ有之ニ{、l傍
ラ其地鮭魚ノ良種ヲ当地へ移殖致度ニ付税三

ヲ出張為致候義ニf、l運漕機其他当地へ持越ベ

キ分ハ当庁之費用ニ可相立候へトモ其地ニ建

築僻化処及び消耗品ニ無之，後々へ可相残器

械ハ御庁之御費途エテ御支出相成当然ェ有之

間敷哉(後略)J

これによれば根安では或る程度の具体的な

計l酬をもって瞬化場の開設を意図していたよ

うで，いわゆる本庁での熟話に誤解があった

ものか，この文書では建物や備品迄支払う筋

はないとはねつけている。

ともあれ，以上のような共第で同年 5

月 20自には物産局長佐藤権少書記官よ

り長官に対して，西別採卵の失敗をのぺ

乙れに代えて択捉の紅鱒卵を採りたいと

する旨の伺警を出し決済されている。

この川口株三は後l乙借楽園の試験の意

味なきことをのべるー交を出し，乙の時

期を終えさせる契機を粛した。その報告

書は 12年の成績にもふれており， 当時 J

を知るに好箇の資料とみられる。 電

養魚景況報告ノ件

魚卵人工牌化試験ノ義ハ明治十ー年一月中

高1]メ僧楽圏内へ一宇ノ瞬化試験場ヲ設ヶ，本

年迄鮮化セノレ魚鱗ハ同所主主魚池へ育養致来1民
処己ニ数月間ヲ経ノレト雄モ曾テ成長ノ姿ニ立

至ラズ，且ツ本年解化セノレ紅鮭鱒魚鱗ノ如キ

ハ非常ノ死傷ニ、ンテ，初メ製煉課受持中該魚

児池中へ放養ノ数量ハ万余尾ェ有之候所追々

発死ニ就クモノ日ニ其数ヲ増シ，何等原因ニ

ヨリテ発ノレルモノカ未タ了解セザノレ中養魚ニ

関スノレ事務ハi軍テ当課ノ受持ト相成候際水中

ノ魚鱗予算シ難キニ付嘗テ同課ト談事ノ上墜

定ヲ以テ本年解化セノレ魚、児大約二万尾トシ十

二年生ノ;魚児二千尾ト予定シ請取候所本年生

魚児ノ如キハ舞死尚止マズ，現今存在スノレモ

ノハ稀ニ池中ニ滋泳スルヲ見ノレノミ。是レ全

タ初メ養魚上未熟ヨリ狭少ナノレ池中ニ数万尾 J

ヲ放ツ不適当ナノレト，水虫ノ害トニ因テ此/

災害ヲ来シ，且ツ叉成長遅延ナノレハ水度冷寒

ニシテ其度ニ適セザノレトニ起困スノレナルl1f、ン

ト認定仕候，因テ前陳鮭鱒トモ該地ユ育長候

テハ到底成長可致見込前之ニ付来ノレ十四年春

時一般魚類ノ百j流ヨリ下ノレノ時ニ際、ン壊、ド川

畔ヨリ該魚;部ニ針金ヲ付シ放ツ候ハパ経験

ノ一二モ可相成ト被存候ニ付右施行候見込ニ

有之候。且ツ叉鮭鱒魚類適当ノ池中養候半ハ

幾年ニシテ成長ニ及フモノカ予定シ難キニ千l
更ニ養魚池改良ノ上本年鮭魚産卵ノ期節ニ至

リ候得ノミ当園内河流ニ遡ノレ母魚捕獲，以テ瞬

化ニ供、ン卵子発生ノ上ハ尋常ノ方法ヲ以テ右 q

池中へ育養致度義ニ有之候。右へ重テ上申ロJ
候得共元来魚卵人工併化方法タノレヤ山国無海

ノ魚類ニ乏シキ地方ニアリテハ魚ノ種類ニヨ



リテ蚕魚池ヲ設ヶ育養スルカ或ハ天然、ノ湧

水，或ハ適当ノ河流ュ魚苗ヲ移シ，漸次繁殖セ

シん或ハ魚種改良等ノ業ニシテ当道J如キ
鮭鱒ニ乏シカラザノレ地ニ於テハ前段養魚池等

要セズ，惟善良魚種ヲ撰ミ石狩JIIノ如キ大河
ι 移シ繁厳セシムル方目下急務ト被存候。悶

テ右養魚上意見及び景況等併セ此段及び報告

侠也。

明治十三年九月十一日 JII口説三

この報告書では惜楽園の不成績を果敢

?に批判しているの他に例のないところで

その当初でもあり出来不出来は左程非難

するには当るまいと思われるが，その要

素としては天然産卵が高く評価されたこ

と。すなわち，前年野村幾千代の三面

JIJ，最上川の調主義が大きな原因をなして

いるものと思われるの遊楽部川の鮭魚種

育場設置が明治 12年 11月であり， 15年

には豊平，発寒，琴似の 3}IJI乙看手をを

いて天然産卵を保護し， 16年以降全道的

に天然産卵保護が行われていることは，

時の施策が人工ふ化に目を向けはしたも

のの大きく天然産卵に切りかえられたこ

とがうかがわれる。

ふ かくて，惜楽園時代は次の文書によっ

て終止符がうたれることとなった。

勧農第八白.七十六号

と局 勧業採 I，U:務係動植係

魚卵人よ_[解化方試験ノ義者明治十年ヲ創設
トシ，間十二年ノ冬気迄既ニ三ヶ年間製煉謀

ニ於テ施行相成候処解化方ユ於テハ喜モ。ブ
処ナク，魚児ヲ見ルニ至リシ趣ノ処養魚上ニ

於ケル製煉課管理中モ其魚児僧楽園養魚池ニ

テハ十分成育ノ認メ不相立内当課へ引継ェ相

成，依テ本年ハ存分ニ試ミ実地ニ付シ，改良

法ヲ設クノレ見込ニ候処別紙担任者川口税三ノ
織文ニ依レハ到底管楽圏内ノ池中ニテハ成長

ノ認メモ不相立無益ニ属ジ候様被存，旦ツ該

担任者宮重武外ー名共不在中ニモ有之ラ等々鮭

1際化ノ儀ハ本年丈ケ見合，明年ニ霞根室地方

ノ紅鱒卵ヲ1際化シ-bd':rJIIへl氏魚候)j一層街益
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司ト被存候間右ニ決議可然哉此段相伺候也。

十三年十二月二十八日

以上古文書の中で借楽園期の重要と思

われるものについて略述した。文書では

なお，野村幾千代が新潟，山形両県へ出

張した際に勧農局から借りた 2書が写木

で残され7ている。一書は養魚学とあり，

著者は法蘭西学校予教師ジエルプとなっ

ている。また，一書は「勧農局魚、卵ふ化

顛末書」で勧農局でのふ化試験の全部が

記されてある。他l乙は明治 14年 6月 rc
開拓大書記官調所広丈にあてた川口株三

の「渡島国茂辺地川鮎に関する調査復命

書」がある。直接鮭鱒のふ化事業と結び

つきはしないが，最初の本道における鮎

のふ化試験として興味深い報告書であ

り，書中には酒井宮戎郎が協力したこと

もみえている。乙れ等の本稿i乙詳述しな

かった部分については他日を期し，なお

費料の検討をつづけたいと思う。

'立体式ふ化器についてのニュース

本誌の 9巻3号の見返し写真でワシントン

州漁業局ワシヨガル勝化場の立体式ふ化室の

写真を紹介致しましたが，その後立体式ふ化
器で，好成績を収めている。同ふ化場の責任
者である MiloMoore氏に立体式ふ化器に
ついて，つぎの質問紹介いたしました所，早

速返事を戴きましたのでその概要をお知らせ
いたします。

立体式ふ化器について，各ふ化盆の酸素消

費量及び使用水質，注入水の溶存酸素量

10P.P.M水温 100Cで， 1分間に 15ガロン

の注入量では， 1枚目盆の酸素含有量は 10

P.P.M20枚目盆8.7P.P.M， 10ガロ γ では

1枚目盈9.9P.P.M20枚目 8.3P.P.M，5方ガ
、

ロンでは l枚目盆9.9P.P.M2却O枚口 2.9

P.P 

2却O枚目 3.5P.P.Mの1消消費が1測H則リ定された，ふ

化胤水としての水質は，大半のふ化場は河川

( ~ρ 脅べ)
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itl'J fr ~ilìJ: ， '1和町リî".WrH合ii日の目~W. (仁t:_'

L./いずれものとき〕で;号令!Iった「

なおこれらの試情は f-述の試

とも同連怜があるが， rrザUJ的{之江花試

より'，1.く行われたものが多いことを

Himえる内

〔チカコ

:':2 {r"・!{1出fiで，採取刊rJ 受~~，fiit~ノj、常招
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