
38 

胸のパツヂは禁酒会員章l護国の循J

今号には大島iE満侍士にこの人のことにつ

いて書いて頂いた。「何時かは」と胸中に秘め

ていたことが本誌に実現されて，筆者にとっ

てはまったく望外の幸である。伊藤一隆とい

う名前は一つの夢で、あった。それが何故かを

書く余祐は紙面になし、ので，省略し，今号は

史料解題を少し脱線させて頂き，大島博士の

陰を追いたいと思う。然し，本稿も又史料で

あることに愛りなし、。むしろ失はれた事蹟を

追うよりは，人間としての尊敬と郷愁に包ま

れ， しかも輝tJ'LH降仰差是史の巻頭を飾る故

人の面影を偲ぶことの意味の方がはるかに大

思うろう。但し，多少主観的な表現になると

きかが，諸賢の御寛恕をお願いする。

閑休話題

私が心からその人達のことにひかれ，

興味をもつようになったのは岩井信六氏

にお会いしてからであるの

岩井新六，札幌長学校長森源三の甥，初代新

六氏は森校長とともに渡道，農学校に靴屋と

して住み，その後営業，現在の岩井靴!古を経

営，この新六氏は二代目，父と共に玄武丸で

渡道，従って農学校 1， 2期生とは友人関係
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伊 藤 隆

秋庭鉄之

にあり個人的な消息に詳しし、。

同氏のお宅で沢山の手紙や写真の中に

まぎれて，一枚の電文があった。恐らく

原稿にされたものだろうが，よくみると

宮部金吾の伊藤信一〔一隆長男〕にあて

たもので「ゴソンプノエイミンブアイト

ヲス Jレトトモニ， シニイタ Jレ7 テキリス

トトキンシユノタメニチユクジツニツク

サレ，マタトクケフカイノタメハジメヨ

リアイトイノリヲモテタスケラレシヲア

カクカンシヤス」とある。実に 102字，

金額では 1円17銭になろうかのこれは

恐らく昭和4年 1月5日，一隆永眠l乙際

しての弔電であったろう。

その死は実にいたまれた。大島博士の

稿にも内村鑑三の弔辞があげられている

が，まさに偉才逝く， といっTご感じであ

ったし，また，それとともにその入遠の

交友も真情溢れるものであったようであ

る。

かつて，水産局長であった下勝助氏が

「余の不敏によりこの偉材を水産界から



逸したのはかえすがえすも遺憾千万であ

ったJと述べられているも故なきことで

はなかったの

同氏著，明治大正水産回顧録

幼名徳松といった一隆は安政6年生れ

で，明治5年の開拓使仮学校に入るまで

の経緯をlE拡氏の厳父大島正健氏はつぎ

のようにのべている。

これはまたチヤキチヤキの江戸ツ子

で，才気換発目から鼻へぬけるような

利口きであったの慶応元年7才で姉と

ともに新橋の中村芝晴堂l乙手習いに通

い始めた頃には，大名武鑑なども良く

記憶し，看板の文字などを見覚えて，

その筆の使い方は無茶苦茶ではあった

が，兎l乙角文字の形を書き現わしてあ

たりの人を驚歎させていたの

明治2年徳松長じて 11才になった

時のことであった。不図した縁故から

当時外務省、へ勤めていた子安岐氏と繭

十郊とが院懇の間柄となった。同氏は

英学者であったので，徳松を築地にあ

ったその自宅へ通わせて英語を習わせ

るととにしたが，子安氏の枠と徳松と

は大の仲よしになったので，主主l乙徳松

は子安氏方l乙止宿して教え乞うように

なった。

註正健氏が口授し，正満氏の書かれたも

の「クラーク先生とその弟子遠J7ラ頁，

同著は昭和12年 7月帝国教育会出版部か

ら初版が干Ij行された。文中，粥十郎とあ

るのは徳松の実父平野瀬十郎。

最初の開拓使仮学校は一同放校の浮き

笥をみた。随分と真面白な学生もいたに

。は違いないが，熊の出る北海道へ行乙う

という学校なのだから昭和の拓殖大学み

ナごいなもので，彰義除くづれの落武者も

いて，総退学，やりなをしとはなった。
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だからE式に入ったのは明治6年で，一

隆 16才の時であるの(大島氏のものには

明治5年で 13才とあるが， これは誤り

と思う〕。

この入学は厳重を極めたようで，一隆

は開拓使失官黒田清隆に対して請書をだ

しているの東京府知事の添書とともにあ

げておくの

今般入校工p付られ似に付左の通御請仕俣

1. 校中t釘胡良Ij堅く相守申べき事

1. 御法禁を犯し候か御規良Uvこ背き候等の

儀にて退校仰付られ候節は入校中の学費

毎月金八円宛の割を以て速に上納すべき

事

1. 政策の後は北海道に編籍し五ヶ年御使

に従事仕るべく克も他に籍を移し候儀願

出問敷事

1. 在校又は従事;期間中仮令大病等差起り

伎とも退校之儀願出申間致事

1. 拠処なき事有て退校願出侯節は校中ー

切の詫費総生徒の員数に割合共一人分速

に上村仕べき事

右条に耽違背仕間敷依て証書如件

明治6年4月17日 生徒伊藤一隆

請人 大主典肥俊盛之

願人一隆実父中主典平野粥十郎

開拓佼次官 黒田清隆殿

東京府安閣の添書願文

私儀今般諸手E使官費生徒仰付られ候に就ては

別紙御規則のji!iり御府御印主主之添紙差出し申

べき旨御達に付何卒御印章の御帳書下し置れ

度比段願上候也

明治6年4月17日

一隆及禰十郎連名知串宛

別紙詰書之i亘相違無之侯条入校御許容有之度

候也

明治6年4月 日

東京府知嘩 大久保保ー翁

開軒使次官 黒田清隆殿
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その後，明治8年 7月，札幌に本校が

出来， 一隆も 33名の学友とともに札幌

に移った。同年8月6日，明光丸で品川

沖を出帆し， 13日函館に着いたの

ここに，札幌農学校が発足し，第 1期

生として以降4年を送る訳であるの一緒

に卒業まで過したのは小野兼基，荒川重

秀の 2入で他の 31人は散ってしまって

いる。しかし，翌9年 7月，東京英語学

校から大島王位ら 11名が来たから，こ

の時からは佐藤日介，黒岩四方之進ら後

年第 1流の入となった第 1期生総員が揃

い。 2期ととも l乙グラーク門下の黄金期

がつくられてゆくの新戸部稲造，内村鑑

三，宮部金吾らはいずれは 2期生で， ク

ラーク， 1期生と強いキリスト教の感化

の中に育てられていった。

乙れちの 1期， 2期の人達を考えるの

にクラークの感化力が如何に大きかった

かは見落すことが出来ないの伝えるとこ

ろによれば当時の札幌農学校はまさに神

学校のごときものに日夜聖書に親しみ，

躍拝を行い，熱心なクリスチャンならざ

るはなし，でひたすら己を海め謹んで学

業についていたのしかも全寮制度が，遠

く家郷をはなれた辺土に金生活を共にし

ていた集りなのだから，生活そのものが

学業であl り， クリスチャンそのもの

になりきることが目的であったろ

うのそうした一つの世界に屈しなか

ったのは内村鑑三Tこだ一入で，札幌

神社の社殿にひざまずいて， 日本精

神に復帰すべきであると誓いはした

ものの，遂には不承不承「イエスを

信ずる者の誓約」に署名している。

「イエスを信ずる者の誓約」明治 10年

4月，クラ}クの札幌を去るに当り，こ

れを起草し，学生謹の署名を求めた。一隆も

卒先之に署名したが，全員の署名は内村霊堂三

を最後に約 1年かかった。結局内村鑑三は約

1年間之等のキリスト教徒と斗ったわけで

ある。

この誓約の前文は「下に署名する札幌農学

校の学生は，基督の命に従ひて基督を信ずる

ことを告白し，且つ墓督信徒の義務を忠実に

尽して祝すべき主即ち十字架の死守以て我傍

の罪を贈ひ給ひし者に，我等の愛と感謝の情

を表し旦つ基督の王国拡がり，栄光現はれ其

購ひ給へる人々の救はれんことか切望す。!岐

に我簡は今後基督の忠実なる弟子となりて，

;兵教を欠くるなく守らんことを厳に神に誓い

且つ誓ふ」とあり以下司11を説き，最後に毎週

1回以上の祈祷会を開いて，宗教上の集りを

持つこととなってし、る。

こうした宗教即生活といった学生生活

は一隆をしてますます純粋にE義感の強

い青年として育ぐんでいったに違いない

その意地と気慨は別稿大島博のものに躍

如としているのしかも異常な発展となっ

たのは禁酒会で，千歳中央瞬化場設立の

後明治22年に北海禁酒会をつくった。

この発足には逸話がある。

初代岩井新六氏は，健康ー上の理由もあ

ったろうが，屡々禁酒を誓ったが， 3日

坊主の嫌があり，ついぞ果せなかった。
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明治21年の暮， たまたま家の裏でたき

火をしていた時，一隆が通りかかり，そ

の話が出Tこ。新六氏の禁酒の意は相当強

かったようであるが，仲々に己一人の力

では達成しがたいという意志の弱さを自

覚していた。一隆は禁酒の必要を新六氏

程身lと説、みて感じる必要は事もなかっ

たが，害悪をなくすという意味での社会

運動の必要性は， 乙乙に体験者を得て意

志を固めるに到った。一つ組織的なもの

にしてやろうぢゃないか， と意気投合し

乎を撞り合ったのが，北福禁酒会の 1頁

で，一隆会長，新六副会長のもとに翠年

発会式を挙げた。

乙の運動はまた完全に宗教的なものと

結びついていた。今に残る明治 13年以

来の札幌独立教会を中心とするクリスチ

ャンの社会運動としても伸ぴていった。

当時月刊誌として発行されていた「護

国之楯」によればま乙とに華々しい活躍

ぷりを想像出来る。

「護国之楯」明治22年発刊，北海禁酒会機

関紙，現在では手に入れることは困難である

が，岩升コ新六氏が大事に保存されてし、る。

参考までに一文を紹介しておくの

「時是十月六日，我軍第二回遠征隊を

起して和田村l乙進撃し，午後七時陣を屯

田兵市街地に張る。渋谷部長開戦の布告

をなしたる後，船越茂吉君， 大谷信夫

君，大m敬三郎君，鈴木政一君，小池f二郎

君，渋谷十郎君，世良田盛?台郎君など熱

血を灘き雄弁を振い勢猛し切り込んだ

り，正義の向ふところ敵なし，況や土風

猶余薫を存し人純朴気清爽なるこの地に

於ておや。~場粛然只感動を表する声を

聞くのみ。戦終るや規則及禁酒叢書等を

配布し午後9時陣を撤し一揖凱歌を奏し
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て帰途i乙就く時恰も三五の夜月枝々秋気

高爽E告も帰路の遠きを覚へす」

文中，小池とあるは根室地方の僻化事

業の恩人，後年国会に出Tこ小池仁郎その

人であるが，こうした文章は今ではとて

も当り前には読めない。屯岡兵が普通だ

ったせいか，この護国の楯は矢鱈と勇ま

しく，文中到るところ，攻撃であり出撃

であるのだから，何とも失笑を禁じ得な

い。小池翁は明治25年理事となり部長

となって根室地方の禁酒運動を主導し，

大いに意気昂く健闘ぶりを示している。

翁の演説には名伺がある。「酒は傾国の

妖女IQ須く離縁すべし」と。

ζの北海禁酒会の動向は単に一隆だけ

でなく，瞬化場にとっても関係がある。

というのは， 明治25年 1月3日， その

第 6年総会で一隆は会長を退き，終生

名巻全長t乙推されるが，その 2代目の会

長は宣はからんや藤村信吉で，禁酒の伝

統は瞬化場の当主で引継がれたわけであ

るのしたがって会員中に瞬化場員のいた

のも当然で，鈴木茂太郎(千歳〕児玉亥

八(虹別〕鴨川済，羽生銀造(標津)の

名前をきがすことが出来た。

註鴨川姓は現在根室支場在勤甲創11投官の
祖父，羽生姓は済の弟。

一隆の退任は実に惜まれた。乙れは前

記したように下勝助の言葉にもあるよう

に， どこにあってもその偉材Tこる ζ とに

変りはなく，特l乙禁酒運動では，千島壮

行の郡司大尉を函館にたずね，その行を

たたえるとともに，禁酒をもってはなむ

けとする程の活動ぷりを示していたのだ

から，まととに惜しい会長を失ったわけ

である。かくて明治26年 1月4日には

函館へ出発し，帝国水産株式会社に行つ
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Tこから，一ζ こにおいて官界とも，瞬化

場とも関係は全く絶たれる。

ジョンK伊藤として札幌農学校を終

え，開拓使物産課ご用係を拝命したの

が，明治 13年 12月3日，翠14年 3月

30日lとは札幌の人小笠原宮子(父豊

吉〕と結婚し，本道開拓史上にその名を

残すかにみえた一隆は，在職13年に

して去ったのである。大島博士の今回

明らかにして頂いたのからみれば，帝

国水産ではまことに不遇に終えられた

ようであり，後年の日石をして今日あ

らしめた功績は高いにせよ，解化事業

の先駆者として，藤村信吉を激励し，

独立教会を興し，禁酒運動をすすめて

道政の中にいてほしかった。恐らく，

その時は水産局にも行くこととなり，

局長にもなろうが，わが国の水産界を

してもっと違ったものにしていたに違

いない。

さきに水産講習所の教授までつとめな

がら，まったく個人的な事情で水産を去

るに到った内村鑑三がおり，今また伊藤

一隆を失い，まことに強力な方を失った

ともいえよう。

あとがき

伊藤一隆の一生を調べるのは困難であ

る。勿論，僅か8ヵ月しかいないクラーク

先生についても蓬坂氏がその伝をまとめ

られたのだから，一生をとおそうという

気慨でもあれば容易に出来ようが開拓使

在籍中の業蹟は失くなっているのただ米

国の視察復命書だけ。 m化場設置の意見

なり献策なりが必ずあったとは思うがい

まだに発見出来ずにいる。故人の生活に

ふれることの出来るのは護国の楯ぐらい

左から，伊藤一隆，内村鑑三，新戸部稲
造，大島正建。木郷区小日向オd義町，新
戸部宅での撮影墓参の帰途集まったもの
というく岩荊t談〉が，年次不詳，昭和
に入つてのものと恩はれる。

(岩井信六氏蔵〉

で， その他はわからない。たTご前掲書「ク

ラーク先生とその弟子逮」は正健と従弟

兄同志という関係もあって，寛達な筆で

その面影をうかがわせてくれる。乙の書

は近く檎書房から版が発行される予定

で，現在大島博士が現代文に校訂中で，

増補改訂となり，是非手元に置きたいも

のと発行を待っている弐第。

乙の本の中ではいろんな逸話が語られ

ている。開拓使の禁じているのにもかか

わらず街頭で洗躍を受けようと頑張った

話，豚小屋を掃除したまま教場に飛込ん

た話，あるいは熊の肉をたべたり，共同
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で家ゃ土地を買ったり，一家を設きふせ 当時の外人往来と北大一期生という面か

て東京から札幌久引越させたり，実に面 ら，北大にいたダン(ヱドクイン・ダン

白い話が豊富に盛られている。まに単 で公使とは別人)が石油の採掘に着目し

i乙一隆だけでなく当時のクラークを包ん でいたことを結びつけた推定であった

た札幌農学校や，本道開拓の夜明けが興 が，大島博士の稿でその聞の事情が裏付

味深く語られている。 けされている。嬉しく拝見した次第であ

筆者は出来ればこの書のもつ一隆の部 る。

分を一つの横顔にまとめて書いてみたい 文中の大島，岩井のお二人とも益々健

L と思いながら，果せそうもないので，本 在，忘れ去られる歴史のきずなが，入に

稿は矢張り史料解題の一部としてしまっ よって継ぎとめられているとすれば，今

たe ただ何れは出版される本なので是非 後一層多くを語って欲しい。より多く，

諸賢のと一読をおすすめする。但し，折 残されゆく遺産がどう処理されょうかは

¥角の美文のもつ感激が現代書きで損われ 別であるが，故人の人がらにふれてなお

はしまいかとの恐れはありますが。 自らの業に自省する場合も，親しむ場合

一隆が折角輝ける将来をなげうって何 も多くなるに違いない。

故当時左前になっていた会社へ飛込んだ 「事業は人なり」一隆は禁酒会の退任

かという乙と。そしてまた，何故日石へ 挨拶で2つの乙とを要望したの

うつったのだろうか。実に不可解だった 「諸君は真面目にして熱心な会員た

ととで，一般的な推測では，1E義感の強 れ。重ねていわん諸君は真面目にあれ

い意地っぱりだから官界はつかえたので 〆諸君よ熱心にあれ」と。

はあるまいか， とも思い，守斤々人にも

聞いてみたがついぞわからなかった。と

の乙とで北大の柴田先生は日石に行った

のは恐らくダンとの関係があろう。と語

っていTこ。これは全くー般的な推測で，

クラ{ク先生の関口一番いったという

“B3 gentleman"よりも具体的である。

最後にお願に対して早速筆をとって

頂いた大島先生に心からお躍を申し上

げます。
F・山崎町・・....・M・......・H・.....".凶・....・"."・.."4.・".""・M・..."・.. ・・'.州...........凶"..."._......，.".....・".............・M・......，・向山・4園、.......・..“・......".......畑町.............._叫.

j l図書紹介|

日本北方漁業論昭8 今回

清二

i北髄火山湖研究醐大正
14 北海道庁 s 

海洋漁業と淡水漁業佐藤猛
郎訳

北海描気象旬報 31. 7下旬
)漁船研究技報 N仏 9.
海外水産情報 50 農林協会
水産庁返報 NO.41，No.42. 

水産庁

水産時報 1956・10，農林協
会

北海道気象旬報 31. 10下旬
北海道農林統計時報 No.59.

.北海道農林統計協会
北海道水産統計月報 1956・

6.農林省札幌統計調査薄
務所

水産週報 No.158.水産道報
社

日本海区水産研究所研究報告
海外水産音情報 NO.51

71<産庁週報 VoL7， No.43 
科学 VoL26， No. 11 

北月試月報 Vo1.13， No. 11 
にじます卵の人工為精の改善

試検について第 I報東

京都水産試験場
水産資源(水産増殖要報改題〕

Vol. 2， No.9日本水産資

源右空会
水産庁逓報 VoL7， No.44 

71<産研究年報 30 北海道区
研究所

水産週報 NO.159

水産庁週報 VoL，7No.45 

水産時報 11・1956



44 

東北海区の底，í~t 東北水研叢
害 6

良学研究所実報 Vol.8. No. 

1 東北大学民学研究所

水産I.T:i!，立報 Vol.7， No. 48 

7.k産速報 NO.160

長野県水産指導所諏訪支J所持

主投 No.3

東海区水産研究所研究報告

No.14 

自然科学と同物館 Vol.23， 

No. 5 ~6 号

7.k産時幸*NO.47 

海外7.kPE情報 52 

!.kjif;h近報 NO.47

伝説科学 'I'!wo篇第14輯
北大1J¥_温科学研究所

北大ザ洋漁業国際委員会第

2間短例年次公訴議事録

北大平洋漁業国際委員会生

物制査資料 3 米加の提出

資料の嬰f-) 7.kT長f):iifil]査研

究部

グ グ li，物ri，hJu査資料

4 

米j]nの交換サケ，マス鱗の観

察結来

グ グ生物説査資

料 4

1954年北太洋サケ，マス調査

報告

(補足〕グ グ生物調査資

料 6

1956年北太平洋サケ，マス淵

交経過報告， 19564'ベーリ

シグ海東部タラバガニ調査

経過報告

グ グ生物調査資

料 7

1956年北太平洋サケ，マス調

査計画
グ グ生物調査資
料 8

1956年シアトノし会議用ι上物調

査資料 9 戦後におけるサ
ケ，マス生物証部古果

グ グ~!物調査資

料 10

サケ，マスの鱗の研究につい

て

海外水産情報 53 
昭和30年漁業養殖業漁獲統計

表 1955農林省札幌統計調

査事務所

昭和30年漁業用石油製品消費

量ー統計表

北海迫水産統計月報 7・1956
科学 Vol.26， 1956 

水産週報 No.161

北海よ首長休統計時報 NO.60

長野県水産指導書諏訪支所時

報 NO.60

業務報告第 7号林業試致

場

北海道気象旬報 31. 11下旬

水産時報 12・1956
Fishes of Western arctic 

Am巴rica and Eastern 

Arctic siberia taxonomy 
and Zoogeography. Vol. 

106， Artic1e 5 American 

museum of natural his-
tory. 

Pink salmon tagging Ex-

perim凹 tsin icy strait 

upper chatham strait 

Fishery Bulletin 100 

The gasbladder and its 

Relation to the inner Ear 

in Sardinops Caerulea 

and Engraulis mordax. 

Fishery Bulletin 104 

Limnological Study of the 
Lakes in Convict creek 

Basin mono Countr. Ca-

lifornia， Fishery Bulle-

tin， 103 
Commercial Fisheries A-

bstracts， V. 9・5
january to april distrib-
ution of the Common 
sprimp on the South 

Atlantic Continental Sh. 

elf， Repoutてfisheries
No.171 

Food habit3 of georges ，¥ 

Bank Haddock. Report-
Fisheries No. 165 

Control of the Common 

Sumbish or Pumkinse. 

ed. lepomis gibbosus in 

new Hampshire. 

Technical Circular No. 12・

N. H. Fish and Game 

Pep且rtm巴nt.

Commercial Fisheries Ab. 

stracts V. 9・4-V.9・7
Sea lamprey Control on 

the great Lakes and 

19ラ4
Report-Fisheries No. 175 

乱1ichig旦nConsernation V. 

XXIV.3 

Comparison of mortality 

bteween Fly-Hooked and 
Worm.Hooked trout in 

Michigan Str.odms. No. 

9 

The Movement and Reco・

very of tagged Walleyes 

in Michigan 1929~1953 

No.3 

The bluegi1l population of 

big bear Lake， otsfgo l 
County michigan. Wal. 

ter. R. Crowe 

Numerical abundance and 

use of a spawning Run 

of Walleyes in the mus-

kegon River michigan. 

Walter-R， Crowe 
Some Chemical and mor. . 
phom巴triccharcteristics ! 

of Southern michgan 
Lakes， Reprinted from 
Copela 1956 No. 1 pp 18 
-60 Feb 29 




