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そろそろ紅葉も終る10月末，史料を

たずねて胆振の沿岸を歩くことが出来

た。この一帯は千歳中央解化場の設立

に併行して僻化事業が行はれたとこ

ろ。しかしそうした先達は後に引継が

れず，カをスれた割には忘れられてし

まっている。原因はいろいろあるであ

ろうが，今，その跡をたずねてみてま

ざまざとその栄枯を目の辺りにする様

にも覚え，今夏ながらに移り変りゆく

歴史を感じた次第。

閉休話題。 70年前，千才と共に生れ

たとみられる静化場は次の 7箇所で，

現在託録の上で確かめられる規模につ

いてあげてみると

苫小牧，錦多峰川に設けられ，明

治21年12月， 35，000円の建設費を要

した。清水，水温平均華氏46度， 1 ~、
期間の費用15，000円とみられる。

白老， 白老川本川，当時字カノミウ

スナイというとところ，明治21年11
月， 30，000円の建設費をもって設ι 市

立。清水，華氏40~45度， 1期間のト

費用70，000円とみられる。

白老，アヨロJI[，当時アヨロ字ト

ベコマナイというところ，明治21年
11月 15，000円の建設費をもって設

立O 清水，水温華氏40~45度， 1期

間の費用40，000円とみられる。

敷生，敷生川，詳細不明。

幌別，来馬川，明治 21年 12月，

鉄 之

63， 785円の建設費をもって設立。清

水， 水温華氏 48度， 1期間の費用

23，577円とみられる。

j同爺， 牡督川， 明治 22年 1月，

55，958円の建設空をもって設立ζ 清

水， 7j(温華氏 48度， 1期間の費用

34，540円とみられる。

礼文幸，礼文華川，詳細1不明。

こうした記録は藤村信吉氏の残されて

いるもので，叉，当時発刊の北水協会

報告にも間々見受けられるが，詳しい

ことは一切わからない。特に重要だと

思はれること一一一何故これらの地が選

ばれたかについても今では明らかにす

ることには困難である。

短期間で全箇所には豆れず，又，意

を尽すわけにはし、かなかったが，今回

の旅行では私なりに随分知り得たと思

っている。以下そのノートという意味

でその概要を書いてみよう。

白老字カノミウスナイは今ではわから

ない。で結局カパウスナイという止也名

にとらわれないでさがすしかなかっ

たっ 5万分の一地図にマクンベツとあ

るところ，川口より約 3K上流，白老

川本流の周辺であるが，通称「フカパ

の橋」と云ったところがあるという。

恐ら〈関係があると考えられるし， i:策
協組の人達にも話し，明治末葉にその

辺に移住し，現在もたをおらわる前回



藤七氏をたずねた結

果，幸い父からの口

伝として聞かれてい

た鮮化場跡をみるこ

とが出来た。

位置は室蘭街道を

室蘭から来て，市街

に入るところで左

折， {i忠舜瞥街道に λ
る。約 1Kで仙台陣

屋跡に出る。ゆるや

かに左折， 800米程

で巾 2間程の清測な

小川を渡るつこの橋

がし、わゆるフカバの

橋で，この川は徳舜

瞥街道添いの約 4K

上i荒からはじまる

湧水で、まこに清澄，

水温も恒温とし、う。

略にC10度位であ b
う。明治期にはこの

川は橋からすぐ土手に曲がり，真直ぐ
白老川に落ちていたという。成程前田
氏に案内されてみると，かつて水路だ
ったと思はれるところは凹地で葦原が
つづき，その水脈どおりに辿ることが
出来た。幸L、，未だ開墾もされず一面
の潔木帯で，落葉の植林が行われてい
る程度のところだったから，このt也帯
は原状を留めたのであろうが，究から
聞いたという僻佑場の建っていた位置
は橋から約 100米下流，凹地のやや広
くなったところである。然し，今では
板片れさえなくなっており，その生命
の余りにも短かかったことがうかがは

れた。

この箇所は，位置には街道添いで，

しかもまことに清訊!な湧水がみられ，

海岸にも近いから解化場としては容易
に適地とされたものであろうことは推
測される。だが残念なから，余りにも
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その生命が短かかったせし、か，この事
業が官測だけの専業だったものか，住
民との関係が果してなかったのかどう
かは知ることが出来なかった。

然し記録の上では明治23年11月，字
トライに採卵場を官の補助によって設
置されたことが残さ九ており，この年
は40万の採卵を，翌24年には60万を採
卵している。叉，明治24年には次のよ
うな決算表をみることが出来る。

明治24年度白老解化場収支決算表
(収入)

90円有志寄附
200グ 組合賦課

450 " 採卵後の鮭魚売却

(支出)
15円 採卵所小屋掛代
27グ 採卵人給料
42グ 採卵手伝人給料

35 " 留掛人給料
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42円留番人給料

45 ff 捕獲人夫賃

20 ff 頭取報労金・

30グ 取締人報労金

20 " 副取締人報針金

以上の収支によって 464円の収益金

をあげているものとしている。

註・イ山陣屋は三好監物が清房の命によ

って安政 3年3月着工し 9月竣功

したもの。小規模なもので，主なる
家屋は 7棟， 70坪といい，周囲に士
濠を囲らした。明治元年廃止。
叉，この頃の白老村は戸数83戸，人
口399人。明治14年白老外2ケ村戸
長役場(白老，敷生，社合)が設置
さオlた。

アヨロ字トベコマナイいという

のが当時の地名であったが，

のカノミウスナイ同様

にこの地名は今では

全くわからな「なっ

ている。ただアヨロ

という地名では他に

推定の予地がなく，

アヨロ川以外には考

えられなし、。結局ア

ヨロ川添， 現在の虎

杖浜に旧家をたずね

てみるしかなくなる

わけで，幸い明治期

fこアヨロ川中流， 分

岐点の位置に伊達から移住した旧家，
桔梗原安太郎氏がいたため，同家をた
ずね，更に上流府化場跡に住んでいる
小西福次郎氏に会うことが出来た。

桔梗原家は虎杖浜駅から線路添いに
登別側に約 1K. アヨロ川鉄橋手前で
踏迩道を山側に右折すると，真白いさ
いろが玩具の様にみえて来る。アヨ戸

川自体が延長12K程度だから桔梗原家

は略々中流より上部にわたって谷間一

帯を占めていそ。現在までにするには

随分苦労したで、あろうと思はれる。軽

石のー聞に散らばった畠と，緑の牧場

とがそうで. iお伽の森」といった様

な感1:0 然し，歩いている中に間違っ

て隣りの谷間に入り，再び出直して辿

りつし、た私にすれば，お伽どころでは
なく，とに角腰を下ろしたいという気

持だけにかられて

し.tこ。
小西家は更にこ

の奥，桔梗!京家と

共同で虹鱒をゃ

うており，或は何

か知っていること

でもありは Lない

か，とたづねた方

だりたがラ実に相

違して小西氏に解

化場跡ケ見せて頂

くこととなった。

アヨロ)I[は)I[口

に近くても約 2間

位でしかなく，水

量は l定で，恒温

約C10度とし、う。

両氏の討によれば

倶多楽湖の惨透水

とし、ぃ，分岐点の』

上流は無数に湧水

している。府化場

跡ば分岐点から右に流を追い，原始林
の中を登山急に空の開けた辺り，案
外に平坦となった所となった所に出る

が，その l部を区切って石垣が組まれ
ているところがそうで. :m，在は流れも
止まっているが，川の中に 1箇所丈階
段状に仕切り，当時はここから水が落
ち，下の平坦な部分に解化槽をならべ
たものとし、う。平坦な川筋は大きく曲

がって約.20米も続いている。場所から

みれば本格的な建築でなく，小屋掛程



度のものでなかっかろうかJ 人の住む
小屋はこのそばの小高い所にあ勺たと
いう。私の訪れたのは短い秋の日の暮
れかかる時だったせいか鬼気迫るよう
な感じで，湧水は無数に細流をつくり，
大きく広がったこの水源部の辺りは，
原始的な臣、貌令ぞのまま残しているよ
うに思えた。その昔，室蘭街道添し、に
清例な水がよし見つけられたとして
L 静化場の建設のためには，調査庁

り，土木的た費用
なりに相当必要で、

あったろうとみら
れる。然し，この

全長ラ Ki立の小川
でも鮭の侭上はま
ことに多かったも

のという。 現在な
お鱒はi斥っている
とのこと。

小西氏は虹鱒に
も非常な興味をも
ち，この辺りを借

地して養殖に専心
しているが，そ
の生涯はむしろわ
さびの栽培にある
様で，大正 8年，
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信州から大雪山置にわさびを移してか

ら，現在に至る迄，東北地方より北，
千島に迄移殖するに及んだとし、ぅ。解
化場にも何カ所か移殖したというから
覚えておられ芝方もあろう。かつて登
別の駅売の権利をもっていたが，御夫
人に先立たれてから，この地に引きこ

もり只管虹鱒に打ち込まれる様になっ
た御様子。かねてから登別でわさびを
名物にしているのが奇妙に思えたが成
程とうなす、けた。今では日野山に方丈

の庵?と結んだ鴨長明のように，この平
地に僅かな小屋を建て只一人で、住んで、
おられる。

ゆく河のながれはたえずして，しか
ももとの水にあらず。よどみにうか
ぶうたかたはかつきえかつむすび
て，ひさしくとどまることなし。

お別れして登別えの小さな峠をjjiji) ， 
一帯の墓所に出る。そぞろに方丈記の

一節が頭にi字ぶη 小西氏がこの地に居
を定める頃一人の老女がいたとし、う。
聯化場跡はこの老女の口伝で，場所等
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よく教aえてくれ，ついつい石垣だけは

壊す気になれず，旧跡を残す気持にな

勺たという。どうした事情で、かこの山

に一人住んだとし、う老女も，今叉，そ

の衣鉢をついだ小西氏についても，無

常を感じ遁世した長明のさびしさを覚

える。

しかし叉，この沿岸にきらびやかに

族出し，今はもう忘れられている僻化

場の数多についても「うたかたのかつ

はきえかつはむすびて」といえるので

はあるまいか。幸い，業の実質的な継

続力を持ち得た北見，根室，十勝の沿

岸は， 父粗の代からの継続だからこ

そ，かえって顕彰の歴史ともなろうに

一一胆振の沿岸の場合は大きな断層

と，従って次の代えすら残し得なかっ

た事業のあわれを感ずる。

幌別川と記録されている解化場は，

来馬川と思はれる。明治22年，第45号

の北水協会報告に千歳から15万粒の卵

を来馬川上流の鮭魚牌化場に移殖し，

好結果だったことが記されており，明

治21年冬にはここに解化場が設けられ

たことは事実であろう。

来馬川は標高 1，040米の馬馬山から

太平洋に直下する清流で，河口部で幌

別川と合流する。 C10度前後の恒温

で， P.H7.1，流量39，646屯とし、ぅ。

ここでは古老から聞くということは

出来ず，関係者からも全く忘れ去られ

たようで・残念だったが，幌別町役場，

小野寺産業課長の御尽力で次の古丈書

をおさがし頂いた。役場の書庫に納め

られていたもので，原文のままである

が，これによると遊楽部川で最初に採

用された天然藩殖法で，人工解化て:11

T工L、。

以下その全文。

幌別郡幌;;]1]村来馬川鮭魚蕃殖方法規約

御認可願

胆振国幌別部幌~IJ村

1.来馬川

右)[1ニ於テ鮭漁業禁止相成居トコロ密漁

ヲナス者毎度多ク 為ニ鮭魚モ減少シタ

ノレニ付 今般村氏協議之上別紙規約ヲ設

ケ鮭魚、ノ蕃殖ヲ計諸費ハ村氏ノ:負担ト

シ産卵済ノ老魚ヲ捕獲シ右売却ヲ以

テ幌別学校資本トシテ積立相仕度侯間願

上侯御認下被下度本年ハ季節後二付廿

二年ヨリ実検仕度iJlj紙可条此段上願侯也

幌別郡幌別村総代人

佐 藤 誠

同同同

西東勇吾

明治21年11月20日

北海道庁長官永山武四郎殿代理

北海道庁理事官 堀 基殿

前書願出侯ニ付奥印ノ上進達仕侯也

明治21年11月28日

幌別郡幌別村外弐ケ村

戸長日野愛惹

来馬川鮭魚蕃殖保護方法規約

第 1条来馬川蕃殖ヲ量ノレタメ産卵場ヲ

設ケ左ノ方法ニヨリ実施、ン其年限ハ本

年ヨリ 25年迄 5ヶ年トス

第 2条 産卵場ハ字ホ γライニ於ノレ弐三

百間ノ内ニ於ノレ別紙略図三ヶ所トス

第 3条図中市号柵ハ南岸ヨリ各斜エ上

流ユ向ハシメ双方距離ヲ 5尺計リトナ

シ種魚ヲシテ随時上流スノレ得シム

第 4条 2号柵ハ巾5尺ノ戸ヲ設ケ開閉

=便ナラグメ甲乙ノ間ヲー区トス乙丙

ノ問ヲ第二区ト定メタル区間ヲ以テ産

ゃ ν1¥)ヴヴ
~ 



卵場トス

第5条 第一区ニ入タノレ鮭魚ハ之レヲ第

二区ニ追入レ 5日開放卵セシメ後之ヲ

丙号柵ノ上流ヱ追上セジメ後捕獲スノレ

モノ

第 6条前条ノ如キ毎歳11月5日ヨリ 30

日迄日数25日間トス

{旦日数ハ季節ノO括ニ拠リ増減ス Fレ

ヲ得

第 7条産卵場ハ戸長役場之監督ヲ受ク

ベキモノトス

第8条産卵場及川取締諸費ハ人民ガ負

担スノレコト

第 9条老魚、捕獲売却之其金ヲ以幌別村

立学校維持金=充ツクモノトス

第10条季節中出水ノタメ留柵流失スノレ

トキハ再之施行ス

右蕃殖保護方法覆行可仕侯也

明治21年11月

註・略図は省略するが，幌別川落合ヨ

リ20丁と記入さわした位置に甲の留柵の

しるしが記入されて均り，その上流に

乙，丙と記されている。乙，丙の留柵

の問には右堆からホソライ川が流入し

ており，図は簡単なもので「来馬川鮭

魚蕃殖場略図」となっている。

幌別川で解化事業がわはれていたこ
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とは知里真志保氏の義弟である佐藤三

次郎氏が幌別村について詳しく調べら

れていることについてみても考えられ

ないが，その中で幌別川の漁場につい

てのべられているつ参考までに紹介す

ると河口部は「仙台漁場J，ラ.6町上が

「遠茶サンケウクの場所J(Sank叫)，
かね"'" かctJυ

その上に「司漁場J i金成漁場J 1"仙

台漁場Jiシケクル漁場J(Shikekuru)， 

「田代機場」と上流に続いていた。元

来これらの漁場はアイヌのものだった

が，段々シャモに駆逐されていった。

叉漁は中頃にある仙台漁場が最もよ

く，そのよ下に漁は薄くなっていった

とし、う。

註・佐藤三次郎幸子「北海道幌別漁村生活

誌」アチックミユーゼアム業報第19.

人事異動
。さけます鱗化場

十和田湖解化場.農林技官谷口定利(本場〉木場調査課，農林技官徳
井利信〔十和田淵解化場) 10月 1日 ; 

。道立水産購化場 : 
一一昇格一一
任事務吏員，登石英治〈千歳支場)渡辺悟郎(北見支場〕
任技術吏員，長内稔 6月30日
一一転勤一一 : 
森養鱒場，事務吏員市川辰夫(本場〉伊藤鉄太郎(音江事業場)技術
吏員高山正雄，津田和男，長内稔(本場) 10月 1日
一一兼務一一
連絡係長事務取扱，技術吏員金子徹(木場) 10月 1日
一一表彰一一
場長荒井定治，道表彰規程により勤続30年をもって表彰 11月3日




