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|主料 ιl
東京を中心とした

鮭鱒 9際化 事 業 I

秋 庭

東京水産一人A学lとは多くの講義筆記が残

っており，その頃を知るには得難い参考

資料も多い。その中に「人工養魚、法」と

いう書名のものがあり， きれいな毛筆で

図を入れ，和績にまとまっている。文中

に日く， I鮭鱒ニ人工僻化ヲ行ブニ至リ

タルハ関沢明清氏ノ官命ア奉シテ米国発

府ノ博覧会ニ赴キ傍ラ外国ニ於テ此法ノ

必要ナ Jレブ認メ，伝習シ帰リテ之ヲ要路

ニ建議シ内務省、観J農同ニテ此事業ニ着手

セノレブ初メトス。共後ハ各所ニ瞬化場ブ

設ケ，明治十年，武成国定rr康郡泉村及!I_L]
多摩郡柏木村ニ鮭僻悦/長魚場ア設ヶ人

工接今法ヲ試シ，苔養数年ブ過テ頗Jレ好

結果ヲ得タリ。叉相模国相模川及愛知県

木曾川入!昆ノ池ノ三所ニ移殖セリ JC後
略〕とある。

，*f是正水産大正:

ノ'_k)iモ界における:[1ほJ}ノコ教育機関は駒主易投学

校におう通れたラカ年の水産科で， これは明治

21年，大日.;;j，;ノt;pi仁会のm設に J:った。ゴ初，

7k@簡易不lと1 、われたこの学校i土 1回与を送

ったの人で終り，後年，東京帝大のtミ字書[lに

;kjff:科と Lて復活LてL、る。

ここで 1 、う水産大学は，前身水産講習所で

明治 22年，水産伝宵所として設立されたも

の。伝習所は 1年の学業期間とし 1ぃ;包に7k

Jif;界に指耳卒者fど三kY)ょうとしたもので， 21年

鉄 之

J) 2月，問中芳男の発話で，大日本水産会頭

小松宮殿下から創立委員が任命され，

創立委員， ，j@[1谷謙太郎〈水産局長心?り高

木正年(品川漁業家〕池田栄亮(千攻、県人〉

林資助，奥三郎兵衛 (1]回十商〉小a与ーら衛

["1 (同〉渡辺治右衛門(乾t4;[魚↓千百);渡辺宿

三郎(横浜海産商〉笹野吉次郎(広業開会〕

室伏治虫[¥兵衛(鰹苅r{lj)力!l瀬忠次郎(日巴料

肉〉河野圭一郎(帝国水産会社長)rfサ11父

:W~， 太田突く本所区長〉松原新之助，牧

w馬，安達重助(横浜海底:百二号〉柴原武雄，

ユ川木)L兵衛(品)11漁業家〉籾山半三日!¥(鰹

節商〕

教授項目立日['Th'r男， UI本由フ']， TJ~!!}l:l}]〆)3

千奇心研究L，11月，本祝日汀日生館内iこ開設し

た。翠 22年 1月20日， 5刃3名の?生主b徒主をもつて

開校式を主あ〉け

が関沢J羽1泊で'開校以来，経'白難による存立

を危ぶまれていたのにもかかわらず，その{走

水産講習所と{-r_り，今日の水産大学に主三及

/しと，伝習所当時の教授陣は，動物学uこ内村

鋭三，岡町{百平Ij。植物学に岡村金太郎。製造に

花川温，河田田1奈美。漁拶に金回帰JiB~'ál;まこ

とに立派な人々が参画しており，養舶には松

原新之助，関沢明浩，五十嵐高誠，鏑/K余三

月jの各氏がし、る。

このノートは他の文献からみても事実

で，簡単にその聞の経緯をまとめたもの

とみることができる。

些か詳設すると，乙のノートにいう博



! 
i覧会というのは，明治9年の米国独立百

r詮 1) 

:年記念万国博覧会で，わが国からは西郷

従道を総裁とし，問中九:男，関沢明清が

乙れに従った。その結果，鮭の人工帯化

と睦詰の技術が脅されるのであるが，人

工僻化が関沢に認識されたのはこの時は

じめてではない。その前，明治6年には

1 クヰーンに万国博が開催され，佐野常尾

を総裁として同行した時に，当時欧州に

盛l乙行はれていた鱒の人工瞬化法をみ，

感銘している。もっともこの明治6年の

万国博は長い鎖国政策からはじめて解き

はなされた時期であり，その後の文化の

進展に一大飛躍をー与えたことで、あったか

ら，水産部門が輸入を図った僻化法と魚、

網の編機等は当時としては些細なことだ

ったに違いない。なにしろこの博覧会は

「填太利博覧会報台Jとして報告されて

はいるのにもかかわらず，当時のわが国

には水産を主管する政府機関がなかった

のだから致し方のないことであった。こ

・うした水産界の実状に対してせめて水産

課の設置をという意見が出され， 明治8

年，勧業寮の一員であった織田完之は寮

内に水産課設置の意見を建言し，また大

いに与論の換起につとめている。

織田完之は

を公刊し，水産肇基論，ik産拡張意見を刊

行し，政府に水産局をおさ， ;;.K産院を国税

とし，t年3長資金を貸付けること等の意見を

filしている。

lそうした状況にあって，明治9年に人工

i脈事業制撤し た 関 沢 明 清 は帰朝後

!内務郷?ごった大久保利通にその重要性を，註 2) 

E 建議し，大久保もこれを認め，勧業寮の

1部iと関沢を係長として水産係ををい

た。こうした事情からすれば，当時の」与
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論がその機会を脅してはいるに違いない

が，端的にいえば水産庁の当初は僻化事

業にはじまっているともいえよう。

関口ft羽清，加賀の人で，下啓助氏(明治大正

回顧録〉によれ'， f，4人兄弟の 2番目，長兄

安太郎は若くして死に 3男右門 4男;工会

三男で，鏑木氏宅どついでし、る。ともに当時の

水産界における中心的な存在になった。明清

は江戸で江川太郎左衛門，村田蔵六について

!治学を修め，長崎に遊ひ，後藩より留学を命

ぜられて英国に行く。ロシドンに 3年，明治

疋年一旦帰朝し，再皮藩候に従って英国に行

き，帰朝後，明治5年，正院6等 11:1仕とな
る。ウイーシhこ行ったときは一等事務官とし

て，またフイラデルブイヤlこ行ったときは博

賀会事務長として行ったもの。その水産iこお

;十るよ7Jn責iヱ3ありという。日く，ノ¥工m浮{[:"

洋巾者~鯨司巾着柄。また朝鮮の漁業主〕発受;こ

大いに力を尽したとのへられているつ!日j治31

年'J吻YS彰仁親王の碑文dこよってたてられた

僻が館山に現存する。

関沢の活躍はこの後まことに目覚し

い。さげの人工群がはじめて日本人の手

によって行はれたのは明治9年，現在調

べられる範囲では茨城県那珂川のものが

最初と思はれ，関沢が菊池視にその技術

を教えたことによった。また水産係とし

て政府が直接行ったのは矢張り那珂川で

の採卵で， このことについては火のよう

な記述がある。

明治6年，内務省勧業寮七等出仕武田

昌弐氏ノ養魚、事業/必要ヲ上申セシニ

ヨリ，明治9年 4月，勧業安中属岡毅

氏，茨城県ー那珂川筋ブ巡回シ鮭鱒等ノ

漁業ブ取調べ共年 11月，勧業寮9等出

仕山尾常太郎氏，茨埼県青柳村ニ出張

シ，鮭鱒視魚、数十尾ヲ捕獲シ，人工接合

ブ行ヒ卵3万余粒ヲ採卵シ，同部常盤村

字風百下ノ湧水ブ引キテ癖化場ア作リ
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発育セシム，之等ノ卵ノ 1半ハ隈田川

上流埼玉県大里郡押切村ニ移シ，荒川

ノ水ニテ瞬化セシメ，他ノ 1半ハ四谷
f註 4) 

勧農局試験場ニテ多摩川ノ水ヲ用ヒテ

ø~手イ七セシメタリト

水産学会報，第 1巻.(大正日年ち月)272

頁， ìギ:上博士:J_~稿で，本文の前に「艇鱒人工

瞬[じ事栄開始ニ付キソノ予備的試験トモイプ

ベキモノノ行ハレタルコトハ金回帰逸氏蔵差

以大;百五稿ニ依レバー!とある。

こうした初期の子主過を明かにしている

のは担当者である関沢その人で， この聞

の惜息、をのべているものがあるので掲載

してをく。

大日本;.ksl区三報公，第 1r百年拡号外(明

21， 8， 21) 55~62]'( 的丸木邦水産物養

補状況，関沢明治筆

柳も人工をもって魚、類の交接を媒助し

その卯を瞬化せしむることの本邦にて行

はれしは笑に明祐9年をもって共創始な

りとす。是より前余か官命を奉じて米国

に赴きしとき該国において此法を伝習し

たるをもって，帰朝の後これを内土UJに弘

めんと欲し，共筋に建議せしにさ与に採用

せらるるところとなり，先つ内務省主ジj農

局において共事務を担当せらるることと

はなりたり。而して明治 10年に壬り，

武洲意If座郡白子村及び西多摩村柏木村に

賀県にては県立をもって琵琶湖，余吾湖」

及び勢田川にこれを放流したり(此養魚

場後に熊谷村に移し人民へ払下げたり。

今の西川養魚、場是なり〕また愛知県下木

曾川，長野県下天竜川，山形県下最上川

等においてもまた県設をもって魚苗移殖

を行い，静岡県下狩野川においては屋設

をもってれこをなすに至れり。

〔以下略記〕

明治 12年，静岡県下気回川。長野県下

芙蓉湖。

明治 13年，神奈川県下箱根湖，岐阜県

下長良川。静岡県下熊切。群馬県下鳥

J 11。山口県阿武川。

明治 14年，大分県下大野川。岐卒!県下

特斐川。

明治 15年，中宮祉湖。熊本県下球摩川。

新潟県ド阿賀川。

明治 17年，徳島県下那賀川。

明治 18年，群馬県下棒名湖。福島県下

)lfr古代湖。山口県下下錦。

明治 19年，広島県下太田川。

明治 20年，島根県下高津川。

以上は鮭の卵子最も多く，鱒鮫これに

弐けしこのうち荒川，天竜川の 2ヵ所

は結果良好ならず，多摩川は用水棋の妨

碍あり，夫蓉湖は他の事故ありて廃止，

他はみな多少の成績をみたり。就中相模

川で、は既に捕獲の利をみる。箱根糊は帝
養f!.'.場を設け，始めて鮭師院の人工交接

室御料となり，中宮祉制は 19年， 湖水
訟を試み， これを瞬化せしに頗る女子結果

の半面を人民lこ許し，白子長魚、場はこの
を得Tこるをもってこれを相洲模川及び愛

成績特に顕箸なため 17年より 5カ年間
知県下木骨J11，入鹿池の 3カ所え移殖し 民間に貸与した。

Tこり，これは本邦において人工瞬化法を 以上の記載は関沢白身のものであり，

施したる権与なりとす。越て明治 11年 こうした経i量的な事実には凝いない。た

に豆り1OJ農同においては更に埼玉県下押 Tご， こうした記述の中には北海道のこと

切村荒川の上流えj.{cl誌を放流し，また滋 がでていなL九従って本道の僻化事業と



は関係がなかったといえるだらうか。否

私にはそうは思えない。少くとも次のよ

うな点では関係があったと思はれる。

1) 七重勧業試験場l乙在勤した三回己蔵

が三面川を視察したのは明治 12年 11

月であり，その方法は明治 13年遊楽

部川に利用された。(本書7巻， 4号，

42頁参照〕乙の頃，本州えの旅行は勿

論海路で，東京芝浦が利用されたから

当時頗る大規模に諸種の試験が行はれ

た東京官園(本書7巻， 3号〕あるいは

漸く水産係の設置をみ，しきりと人工

膨化l乙力を尽していた政府の水産当局

とは当然関係が持ち得たであらうこ

と。こうした推定はたまたま擁詰の伝

教師として僅かの期聞を石狩，根室l乙

滞在した u.S. Trestとの関係よりは

謹l乙容易な推定である。

2) 本文中l乙引用した金問帰逸草稿によ

るものと，関沢稿とにある相違は，明

治9年採卵，押切村と四谷勧農局試験

場えの収容とある分が，関沢稿にはな

いという点であるが，このことは金田

草稿ということであれば嘘とは思えな

い。しかも騨化場は新につくらなけれ

ばならないのだから，当然試験場が使

はれたことである。とすると，東京官

簡での試験は明治 11年の多だから，

前年の春には新宿試験場で瞬化試験が

行はれていたことになり，しかもその

場所は隣合せでもあった。

大体，東京l乙用のない鮭を北海道から

卵をとって送る乙と自体が奇妙であり

七重の試験場も大きな規模の中で試験

が可能であり，しかも瞬化試験はやっ

たのTごから，東京での試験は全く意味

がないと思はれる。但し，当時関沢は
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鮭鱒の瞬化をさを固に図らうとしていた

から，その意味では那珂川での12，∞o
(註7

程度の卵の供給ということよりは蓬に

北海道を種卵の供給地として考えた方

が合図ける。

〔註) 通俗最新水産全書，水講教官，丸山

久俊，Iト金丸増次郎，農商務省嘱託，佐々

木繁太郎共著仁明治 43，10， 28刊〉明治

10年 12，000合荒川に放流と記載され一日、

る。

こうした見方はうがい過ぎているかも

しれない。然し，それにしでもなを，

関沢を重用し，水産係を設けたのは大

久保利通であり，大久保と黒聞とは兄

弟同様の関係にあった乙とを考え合せ

ると当時の人工僻化の扱い方としては

矢張り関沢を中心点とみるのが正しい

と思はれる。

ともあれ，水産係設置以来急速に発展

した政府の施策は，漸く具体的なものと

なり，明治 14年 1月初日付をもって水

産資源の保誰の重要性が達せられた。

内務省達，乙，第2号「漁業保護水産蕃殖

ヲ謀yレ件l水産ノ盛隆ヲ謀yレハ国家経済ノ

要務ニ仮処崖県.L;J.!峰佐々 |日償ヲ安易シテ摘

漁具宜ヲ先シ為之水族ノ蕃殖ヲ妨ケ巨多ノ

障碍ヲ生シ{長類寸三少哉ニ相関候ニ付篤ト実

地以誠ノ上一層i漁、業ヲ保護シ水産ノ盛殖ニ

注意向J錦上ヒ旨相違仮事。

この会達は包括的:s:.ものであるが，関連し

たもの←己、はこの後，飽等主活獲ノ為i潜水器使

用ニ関スル件(胡 15.3，商務省第日号達〕

及び魚児介首採捕制限件〈明 16，6，農尚

務省、言11令第9号〉が出されてしら。

また，明治 16年には東京l乙第 1同の

水産博覧会が開催され， (註5) 水産の発展

には:たきな力となったが，このときの審

査報告には岩島医徴の次のようなー交が

ある。



42 

もし;魚類の減少を将来に防がんとせば漁業

の制度を設けば足れり，何を苦しんで迂潤

なる人工蕃殖の術に依額すベけんやと謂ふ

が，是れ魚の性を知らざるの言のみ，魚類

は英卵数極めて多きも雌雄の交接休外に於

てし其産卵も障碍を受くる多し，加え魚類

の酷捕濫獲を以てす。漁業は水面の耕作な

りとするもそは単純の以獲にして其の常に

無尽蔵なり，天賦の利源なりとする聞に覚

の空乏を告ぐるの期あるを知らざるなり。

而して真に水面の耕作なるものは其唯人工

蕃殖にある乎

とうした報告からはま乙とに積極的な

態度がうかがわれ， 日光及び田名村での

騨化場の設置(註6) を中心とする日本の

殆んど全域に亘る鮭の放流という当時の

思いきった施策を立証するに足る。

(註 lコ
明治期における急速な外来文化の輸入に大き

な影響を与えているのは博覧会で，そうした

点で、その産業の発達史に占める位置は重要で

ある。因に明治 20年まで

覧会をあげてみると，

嘉永4年 (1851)ロンドシ

グ 6年 (1853)ニューヨーク

安政2年 (1855)ノマリ

文久2年 (1862)ロシドシ

慶応 3年 (1867)ノ吋

明治6年 (1873)ウイーシ

明治9年 (1876)フイラデルフイア

明治11年 (1878)ノマリ

このうち，わが国が参加じ亡し、るのは明治6

年以降で，本文にもふれたように明治6年に

は養魚と編機が，明治9年には鮭の人工瞬化

と縫詰法が新知識として輸入され，勧農局長

松方正義と成島謙吉が派遣された明治 11年

には繕詰機械が持ち帰えられた。

X.漁業博覧会は明治 13年〈独) 16年

(英)26年(英〉と開催されているが，わが国

から視察は明治 12年に松原新之助が派遣さ

れてし、る。村田保は法制官として渡欧中で，{

共に帰朝後に種々の建策が行われている。

〈註2)

関沢の大久保に対する建議によった，とす:

ることは文献上には少し、。しかし，大日本水

産史〈片山戻吉著，昭 12. 12， 10刊〉には

明瞭にのべられており，越国才次郎氏が水鶏

教官として行った講義にも認められる。(明

治43年，中野宗治氏受講ノート〉また，下 j

啓助氏もその好著「明治大正水産回顧録」に:

この聞の消息をのべられている〈昭7刊，同

署 2~3瓦〉。

く註3)

鮭縛署長苑く昭 17，8， 30干Ij) 391瓦にもみ

られる。那JiiJ)I Iでの鮭蕃殖策は古来から行わ 1

れてし、たものであり，現在では三商川ととも j
に歴史的な存在となっている。しかも記録は t

今なお保存してし、るというから調べてみれば

随分と新しい事実が発見されるかもしれな

い。昨年，東京の水産資料館で‘その一部を見

せて頂き，一層調査1てみたし、と，思っている

次第。

く註4)

四谷勧農同試験場，明治6年，大久僻描

より帰朝後，内務省の新設を意図し，翌7年

設置してからは勧差是寮を内務省に移した。試

験場はその所管。胡治 10年勧農寮は局とな

り，寮の新宿出張所と称したこの試験場は勧 t

農同新宿試験場と改称した。しかしこの後

12年には宮内省に所管替となっている。

(註5)

第 1回水産侍覧会は明治 16年 3月 11ゴか

ら6月8日まで東京で‘聞かれ，審査長には問

中芳易が，各区審査部長は関沢明清(1区〉

真崎健 (2区〉松原新之助 0・4区〉がそれ

ぞれ任命された。この後第2回は明治30年

神戸で聞かれ，本道の醇化連業が相当大規模

な出品となっている。

第 1固では三面川の種川模型が出品きれ

た。

/ 



(註6)

日光養魚場。現在の日光養鱒場で明治9年，

栃木県下都賀郡細野村，星野定五直防〉大谷

JIIから中宮祉湖に鮫を移したのがその惰失

明治 14年， 71<産係での事業として湖畔御

沢に瞬化場を設け， 15年放流。現在の場所

は明治 39年街桝局〈後の帝室林野局〉所

管となってからの造設(明治40年〕

国名村鮭人工鱒化場。白子村養魚場の安場，

〔松井住ー，水研 14巻， 7号，大8)

これ等のもののほかこの頃水産係が行ったも

のには一声の湖騨化場(明 12，鱒〉吉野養魚場

(明lO，米国虹鱒卵〉琵琶湖畔上丹生養魚場

(明 11，続，後の醒ケ井養鯖場〉等本文中に

もあるように幾つかの僻化場が建設されてし、

る。後年いずれも鱒を主とするようになり，

米国からの虹鱒卵が続けて輸入されてゆくが

当初は鮭に重点がかけられ，鮭縛ともに騨イk

放流された。

あとが 3

1際化事業が政府をして水産機構設置の

43 

ヨた号l乙続けたいと予定しているが，戦後

多くの文献の焼失で，現在では東京水産

大学の蔵書が殆んど唯一のものとも思は

れ，充分な解明となり得ないのはまこと

に残念である。然し，宮内府の書庫は健

司生であり，また，卑才のよく調べ得るこ

とがらも少いので，今後各位にお教を戴

くことが多いと，希望をつないでいる尖

第。

東京中心の史実を調査するのに，昨夏

以来，種々お教えを戴いている日本水

産費源協会の専務理事である中野氏と

東京水産大の蔵書をみるのにお力を戴

いている稲葉教授に心からお躍を申上

げます。

!河川利用

鮭鱒卵瞬化方法の紹介

動機となったのにもかかわらず，結実し } 大久保正一
たのは北海道で，その後正統派は陰がう

すくなってゆく。本稿は一応関沢明清が
この方法は， アラスカ水産局 C，Sto-

その中心的な存在であった明治20年頃
までをのべたので、頗る華々しい部分であ ckley 氏の考案したもので， (Prg，

る。

勝化事業が何故その後も実質的な発展

を続けなかったかはわからないが，筆者

は矢張り，直接担当する人のいなかった

ことと，多士費々ではありながらも水産

会体が忙しすぎたことによるものと考え

'ている。その中心的存在であった関沢そ

の人は明治 18年，水産局が新設された

ときには係長であったにかかわらずー技

F 師lとをかれ，その後捕鯨を指導するに五

iって明治21年，局をはなれてしまう。

i その後の経過については 2篇として

Fish-cult， vol， 16 No. 3参照〕乙の方

法は河川の鮭鱒天然産卵床として好適な

場所に人工産卵床を作り埋渡する方法で

操作が簡単でしかも道具としては， シャ

ベルと直径 5.3cm-5cm長さ 150cm

内外のトタン製円管があれば，充分目的

が達成由来るので，現場職員に推奨する

この方法は特に瞬化室の水温が低く死卵

数の顕著な個所，また瞬化室が無くその

河川で採卵したものをその河川より放流

し度い場合，採卵量が収答設備を超過し




