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史料配

画 舘 新

秋 庭

先年，函館図書館を訪れ，種々貴重

な史料を調べさせて頂く機会を得た。

数年前，木場におられた田畑種ー君の

御尊父が庶務課長として在職されてお

り，函館図書館をして今日あらしめた

功績は大きいと聞いている。

ここの所蔵されているものの中には

貴重なものが多L、。例えば木誌の第60

号 (Vo17.No. 3)の本稿に紹介した東

京官園の写真(註 1)があるし在来の

本道で行われた総業の方法，治、具も絵

図(註2)となって保存されているc そ

の他，七霊試験場関係の-11了女子雪はここ

に保存されている。

(註 1) 東京試験写真帖(開拓使〕菊版92

枚，整理番号 0008，10312， 6002 

〔註2) 北海道漁業図絵・明治12年，小林

秋祷筆，和木，不冊，ベノレソン漁業博覧会に

函館支庁より出品したものの筆写本で河野

常吉氏の寄贈になるもの。整理番号 0066u

1001 5001 この図絵は羽原叉吉氏が日

本近代漁業経済史のと巻(昭和32年 l月10

B， [岩波書応刊〕に載せられた。同著巻

末に附録としてあげられているのがこの肉

絵の大要である。

こうした古記録中全く得がたい貴重

品があった。函館新聞がそれで，明治

11年 1月10日に初号を出し，本道最古

のこの新聞は殆んどがここに保存され

聞 摘 を表

鉄 之

ている。

参考までに新聞の沿革をみてみると，明治

13年に週刊で札幌新聞が誕生したが，僅か

25号で廃刊， 20年1月，北海新聞の創刊と

なる。これが北海道毎日新聞，北海タイム

スを経て現在の道新となるから，明治20年

後は新聞があったわけである。

時間的に余裕がなかったためにとて

も全部に目を通すことは出来なかった

が，幸い田畑氏が要点を整理されてあ

ったので、以下関係記事をひろうことが

出来た。

根室で鱗化試験

客年来根室支場の米凹技師から根

室，千島両国郷土史〉昭和 8年干Ij・本城

玉藻編・全415頁〉を借用中であるが，

この中に次の様な事項がみられる。

O明治12年8月18白 金千三百円を以

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 根室別へ府化場

を設け西別川源鮭卵を取り1際化せし

も皆死す。

これはいづれも事実であろうが，前

項のは魚苗保養池とあるら必ずしも鮭

鱒でないかもうq_1れぬ。然し，明治13年

の分は切らかに鮭の解化試験である O



年代でみると，七主周辺での僻化試験

から宍施えと移っているのが，明治11

年から 14年頃迄， U. 8. Treat のもの

が札幌で明治10年c とすると明治13年

に根安で符ばれているとすれば道内に

3筒所の発生地があったこととなる。

この摂竺での局、はどうしてもわから

なかったが， i>ii ~ft新聞に次の様な記事

があった。

「摂竺丙瞥の鮭は北:有道三主主き償ーの

絶舟.tcろは↑甘7の遍く知るところなるが

今度此の続卵を取りて当地其他に於

て静化ぜんとの主にて根竺:より官員-

2が界授業符?とて昨夜当地へ普く鉄網

其他の遣J'Lを数多買い調〈られてy__々

出:s'cdhL由J

明治11午10月10円.務部号，雑報機に掲載

この頃の雑報欄は現在の三面。

この主間前は明らかに僧楽聞での試

験に対しての協力である。本誌の61号

にも紹介した上うにその頃「魚卵僻化

試験ノタメ委員ヲ根空z 派遣Jしてい

るからラ 6万余の荷下卵をこうして借楽

関え運んだものであろう。だが言己主に

うかがばれるのは，この際に用意を備

えナニ係員が札幌から根空え行って卵を

とり， {時業問え持ち帰ったのではな〈

て，札幌の本庁から根窒安庁に指示さ

れ，安庁の係はその機会に解化?去を学

び得たのであろうということであるc

U. S. Treat (註3)はこの年の 6月，

根室にいて 7月18日に竣功した別海の

鰹詰所で教えていたのだからその辺の

連絡はあったとみていL、。ヲモー分な史料

ではないが，根需でも試みられたとい

うことは大分浮彫りにされて来たよう
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に足、はれる。

明治11年の魚苦保養池は矢張り鮭で

はあるまいか。言葉からの意味は必ず

しも鮭になくてし、し、し，むしろ鯉なん

かの方が適担だが，根室地方に魚首と

して保養する魚穫がほかには考えられ

7工し、。

然しコ鮭だとしてもこの 1，300円と

いう金額は生易しい額ではない。ちな

みに藤村信吉氏の調査によると(北海

道鮭鱒人工静化事業報舎，明治27年〉

1，000万粒の解イヒを考えての稚魚、放出

場として80坪を必要とし，坪当り 2

円， 160円で出来るとしているし，仮

に 1，000万粒収容の解化室を造ったと

しても30坪， 240円とあげている。勿

論，諸器具ジ人件空をみるにしてもこ

の様な価格なのだから 1.300門もかけ

ての施設なり，きー業は何かに残ってい

ていいとも思う。だが，寡聞にして未

だ聞いていない。

(註) U. S. Treatのことは明治11年12月

18日付の記事に，品![I::iLで函館え来.17日夜

熊木丸で帰京したことが掲載されてL、る。

同行 1名とあり，これは恐ら〈米間から同

行していた Sweetのことであろう。

茂辺地の勝化社

「昨年中上磯郡茂辺地村の人民が協

議にて同年より毎年川漁の鮭潟獲高 1

警1;ヅツを出金し鮭卵解化社宅ど設けたき

趣きセ其筋へ請願したるに置ぐ許可を

得たるに依り醇化場を建築し夫々着

手に及び昨月既に発生の期に至れり

(卵採集は昨冬 12月 30日にて発生の

姶は 2月20日にて日数52日なり解化場
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の水温は45度なり)其産する処の数は

凡そ 9万尾内外にて死卵の数は凡そ 1

割とす斯く府化の功を奏ーしたるは酒井

官次郎という人の尽力に因るよし，近

頃当道に於て鮮:卵静化の7方法を試むる

者は彼地此地にあれど人民協同して僻

化場を設けしは該村を以て魁首となす

実に柿業家の夙に主主に着目するは最も

急務なるべし」

明治13年3月18日，第309号掲載

明治12年の僻化社による創設につい

ては既に書いたがラ創立者の酒井宵次

郎についてはなかなかわからなし、。明

治21年千歳醇化場が創設された時にこ

の人は千授に採用されている。だが，

千歳在任も長くはなかったようで，消

息は残っていない。文，鏑木余三男が

茂辺地に出張中，酒井官次郎に薫製i去

を教えたのは明治22年(註5)であるか

ら千歳には 2年といなかったのかもし

れないが，叉， 23年2月の北水協会の

役員議員選挙人名簿には在千歳として

その名前がみえている O

(註5) 北水協会報告，明治22年12月29日

発行，第52号に掲載

さて，肝心の茂辺地には茂庭孝ーと

いう方がをわ郵便局に勤務してい

る。お会い出来なかったがお孫さんだ

とし、う。然し，古老や関係者の話を聞い

ても，お会いしてもわからなかったろ

うと思うが，茂辺地では酒井宮次郎は

既に忘れ去られたノ人で，どうし、う契機

で僻化事業に着目したのか，叉，自ら興

ししかも順調だった茂辺地を去って千

歳え行くのか，その辺は全く不明であ

るO ただ，いろいろ調査した結央，明

治10年に創設された茂辺地小学校に，

長く校長だった下国浜三郎氏の手記が

残ってをり，その中から次のようなこ

とを発見することが出来た。この手記

は明治15年12月28日に記されたもの。

以下要約。

酒井宮次郎 明治13年4月，学事世話係を

命ぜ、らる。任命されたもの 7人。

叉，この年鮭1際化社より 150円寄附

と，参考ーまでにこの手記によれば，当

時学校は鮭僻化社と鮭網屋との寄附金

によって大凡の維持が行はれていたも

様で，この年の網屋よりの寄附は45円

であった。

八雲種育場のこと

明治15年には遊楽部川で行はれた鮭

の筒育場についての記事がある O 報導

としては前後しているが，その治草を

報じているものをあげてみると，

第 681号の新聞に有楽部鮭魚種育場

の景況ちと記せしが今該場を設置せし所

以を閉しをもって報導の憧~に毘し(

以下三田川に倣ったとのベ，三田川の

概略が紹介されている。略)

此?去の起元を尋ねるに今を距る 200

年前内藤家の巨青戸武平治なる者の設

置せる者なりと，然るに著しく此種川

の得失をあらはせしは戊辰の際国事多

端にして種川に関する暇なきに由り漁

獲甚だ怠慢なりしが其後 3， 4年を過

て大に不漁を来せしことありと云い是

を以て之を観れば人智賛成の功著明な

る者な-し。

山越郡有楽部川は近村中の大川にて

今を距る20年前は鮭魚を漁する 5，6 



万尾に下らざるも近年に至り大に減少

して僅に 2，3千尾に過ぎず然る所以の

者は当時は川口内而己の漁なりしに其

後川源より支流に至る迄漁獲せるより

雌魚は分娩の閉なくして捕せられ雄魚

は合尾の暇なくして獲られぬ夫等日下

の利に走り魚首保育の道を知らざるよ

り来せし減少なるべし今其ー倒を述ぺ

んに函館の人にて故長谷川儀右衛門な

る者30年前択捉島の漁場字「シヤナJ

と云へる川にて鮭魚を漁するに先づ該

川の支流を魚苗育臨場とし網置を禁じ

且つ年々木川にて網曳く場所より上流

に3，4尾以上も訴過せざる間は必ず

漁せずと如此にして年々多分の漁獲あ

りしに同人没後支聞人某なる者魚苗育

養の方法を弁知せず先主の制法を破り

川原支流に至る迄漁獲せし故遂年i威漁

して損亡を受けたりと是等の例を以て

も漁業を制限し養魚法の欠可からざる

や現然なり。(以下遊楽部川の方法を

略述の略〉木川海口の左右200間以内

にては建網を設置して泌するを許さ

ず。

以上述る所は人為醇化法より甚だ簡

便なる者にて最も保護の道に至つては

目下欠く可からざる者なり伺て今其起

原の概略を寄すること然り

明治15年5月22日，第684号掲載，記事中

30年前択捉島での長谷川儀右衛門の育種場

と遊楽部川口 200間の禁止区域のことは注

目される。

次に，遊楽部川での種育場の状況を

あげる。

「山越郡有楽部川種育場取締ヘ佐治為

奏岡野頼両氏よれ其筋へ差出されし
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鮭魚最況を見るに鮭児解化の期節に至

り妨害致さざる様児童らへ相示し置く

様予て村中へ通知し爾来発生の景況に

注目せしも堆雪結氷のため水中を目撃

するに由なく漸く 3月下旬氷雪融解も

始めてオトナ川辺分流に於て魚児の前

泳するをみる。既に一寸許りに生長せ

り然れども支川分流の内積雪のために

埋没するものあるを以て未だ充分景況

の如何を視察することを得ず4月7，

8日に至り堆雪殆んど融解各支川及び

本川緩流の箇所には多分の児魚を見受

けしに依り同11日より本川の雨側各支

川の分流等の看守人を置き厳重看護せ

しめらる。而し魚児中大小の別あり最

も大いなる者は 1寸5分許少なる者は

'7， 8分すべて上流に向て群を為す。

一群多きは無慮数万尾にて昨年に比較

すれば多きこと幾層倍なるを知らざれ

ども概して本川は勿論女川及び細溝に

至るまで児魚の目にふれざる処なく，

且つ雪代満水の際川溢れて底地水溜の

箇所等にも滋泳する少からざるに付本

J 11へ移放する事数度に及ベり。然るに

木川上流オトナ川の川上に至って追々

児魚の減少するに随ひ下流の支川等は

日々増加し本月 2日頃大いなるは2寸

余れなるは l寸6・7分に成育し何れも

上流に向って瀞泳群集なせりと」

明治15年5月16日，第681号掲載

この 2つの記事は前後しているが，

その前年明治14年の親;魚によって天然

産卵の保護が行はれていることをのべ

ているもので，遊楽部川の「鮭魚種育

試験場」は明治 13年から行はれてい

る。
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人工勝化を図れとの投書

明治11年5月7日， 2ラ号にはなかな

か達見の投書があるQ 水産行政を統一

強化し，会社を設け，人工解化を行え

とするもので，長女のため全文はあげ

きれないが立派な論文である。勿論専

問家であろうが，鮭が 6千の卵をも

っているとしており，どうかと思はれ

る。投書の頭には「左ノー篇ハ山本竹

葉君ノ旧稿ニ係ル余請得ヲ以テ貴社ニ

投ス」となれこの投じた人は「州菊

生Jとなっている。とに角当時の新聞

にこうした投書があげられていること

は，一つの与論としてみることが出

来，急速に発展した鮭鱒解化事業えの

推進力としてみることも出来る O

以下その大要。

i(前略〉魚類ノ減耗欠乏スル原因ハ他

ナシ暴漫ぬ猟ノ致ス所ナリ何ヲカ暴漫

ノぬ猟トイフ則繁殖法ヲ施サズi監リニ

仔魚ヲ捕へ苧魚ヲ漁スル是ナリ中古英

国=於テモ亦此暴i魚有リシガ為メニ後

世頗ル魚類ヲ欠亡シ終ニ漁家ノ一大不

幸ヲ来セシ事アリ我邦ノ漁家宣鑑ミザ

ルベケンヤ

(中略)中外人民ガ最晴好スル所ノ鮭

魚=就テ柳其苧魚ヲ漁スノレノ不利ナル

ヲ例セン鮭ノ、 1尾ニシテ大抵 6千ノ卵

子ヲ苧ム故ι 若シ百尾ナレバ六十万尾

ノ卵子ナリ之ヲ年々其憧ニテ漁獲スレ

バ唯僅=百尾ノ雄;旬、ノミ之ヲ分娩セシ

メテ後ニ得レバ縦令種々ノ患害ニ遭ヒ

テ半数ハ死去或ノ、脱去セルニモセヨ尚

残魚三十万尾ノ;移シキヲ得ベシソノ多

寡ノ差実=驚巌スベキニ耐へタリ(此

説ハ英人チャ γフやル氏ノ書中ニアリ

一省略一〉英国ニ於テハ漁猟事務局ア

リヌ漁務課アリテ此字魚ヲ出へ仔魚ヲ

漁スルノ幣ア矯正シソノ他ぬ業上ノ利

害得失ヲ議シ禁スベキハ則禁シ免スベ

キハ貝IJ免シ一切漁猟上ノ事務ヲ総理シ

大ニぬ法ヲ改良シタリト我邦叉既ニ勧

農局アリ勧業課アリ以テ漁務ヲ兼摂セ

ルガ如シサレパ異日此等ノ制規ヲ立テ

テ愈々保護セラルベキコトハ吾憤ノ信

ジテ疑ヲ容レザル所ナリ

(中略)凡ソ漁家永久幸福ヲ保護セン

ト欲セバ宜シク同心一致シテ漁猟会社

ヲ結ヒ最便益的器械等ヲ購求シ或は執

近行ノ、ル人工的育魚法ヲ施シ魚類繁殖

ヲ図リ

〔中略〕有有益ナルモノハ能ク其天度

ト海水ノ淡鹸流勢地勢ノ如何ヲ考察シ

テ移殖スベシ(移殖ノ法ハ佐藤玄明翁

ノ著セル書=見エタリ〉一(後略〕一




