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|一史料 1I 

“u. S. Treat"考

秋庭鉄之

およそ本道の瞬化事業に関係する者で

「トリート」の-*i前を知らぬ者はない。

惜楽閣の昔にその業ぞ創った人として吹

上に明らかな人ではあるが，妙なことに

は僻イ['，事業に関係しすこ部分・が非常に不分-

明であっす士。確に陣詰工場についてこの

人の声価はその実績とともに残されてお

り，今夏疑問をさしはさむ余地は去もな

いのにもかかわらず，こと僻化事業につ

いては殆どない。筆者も従来この人につ

いての疑点は調べる機会もなかっkが，

昨年いよいよ青史の編さんを明年と予定

されるに及んで・， どうしても明らかにし

なければならなh、仕儀となり， 2月程は

可成り多くの人にも確め，資料も研究し

fこが別に確たるものもなセ吋こめに，本道

解化事業の;¥'il¥始者としてはあげられない

のではあるまいか，とさえ思うに至った。

そして，このことは 2，3の関係の人にも

話し，いわゆる「トリートの開拓使に苅ー

する進言にようて」瞬化事業が創められ

ずこ， とすることは，併楽園の事実詑けを

認めるという考え方となり，告1]蛤は名実

共に伊藤一隆となるのではあるまいか，

とし，むしろ関沢明請の事績ぞ重視して

研究をすすめていすこ。もし以下にのべる

ような発見がなかっkら作業はこうしすこ

認識で続けられたに違い広い。

別措，黒田f青隆にあてにトリートの書

簡がそれで‘，その内容からいってfこしか

に醇化事，業に対する[勧告」が含まれて

し、る。

この書簡は， 多分・ノートぞ切っナこと思

われるA5判，横罫の紙か用いられ，

ベン字で全文17枚にわたっている。

既に略々 80年ぞ経ている7ごめインキ

は随分と読みにくいものに変色してい

るが，不明の箇所はなかり?士。

発見されにところは，北大の北方文化

研究室で，いわゆる外人傭教師の書簡を

ーま色めにし大ものの中に見出され1=。

この経過は後日の七めにここにのべさせ

て頂くと，前記のような失第で筆者が方

方調べさせて頂いに中で噌最もお世話にな

っにのは高倉教授が所管している北方文

化研究室で、あっ-j"=-。ここには数年前迄北

大図書館の司書官であっ大柴田先生(武

田企画課長夫人の岳父〕がおられ，実に

よく教えて頂いにが， トリート諭では先

生は吋際化事業の大先達で勧告もしてい

る、と主張され，筆者は叉前記のような

次第で資料に認められ7以、以ト.はーーと

申し上げてお叱りそ受けるような羽目に

もなり七。こうしすこ論争に高倉先生はそ



れよりもむしろ関沢明清弘 と新しい見

解(このことでは後日書く予5めそのべ

られ，むしろこ":)ち侭IJともみえ， その頃

の空気ではなんとか確に3資料がほしい

とk、うところ古った。そのうちに日新し

い資料もなく，柴田先生にすれば珍しく

負けfこような状態で，私も他の仕事で疎

遠になり，或る日一寸しすこ調べものでお

寄りしすこところ， ドアぞ入るや否や， ff~~ 

1旨1'f:ーかせて， Iあなfとは用車:のあ3時T三

け末、て， すんでしまえば全然来ない。 I

といきなり怒られ校内私にすればなんで

怒られているのか生然わからない。いく

ら目まくるしく到沿い1転させて「はて，

どこで失粧していstごろうかJと考えて

も一向にそれらしいものが浮んでこな

い。 仕方なく:、γd二/)1とままでいると， Iこ

んな大事な時に!と重ねて妙なごとぞい

われる。イ小和何I1J日ともふに汗捺Lちないままに「一

休どうしt::こCの〉で

ねf七こら，やや暫らく，非常に大事なもの

ぞみJノけ仁から今1::1は4こるか，明日は来

るかで毎日首ぞ長くして待っていfごのと
いうようなことや話されに後で二漸くト

リートの書簡がみつかっ7三ことがわかっ

亡。お曜ともお詑ひ、ともつかないものの

いい方やして早速みせて頂いずこのがごの

書簡で，オミ:々な附教師の書簡ぞ整廻して

いるうちに助手が発見し， トリートとい

うサイシが北大の関係には以いので;不図

柴問先生にfこずねすごのが発見の機会にな

うれの?ごとし、う。先生にすればああしすこ

論争が尾やひいている時でもあり，鬼の

首ーまさにこの場合鬼の首より日午伺が

下がることはあるまい一ーをとっfz類で

当3ベカ、らさ五勢百つfとの私も無 kに嬉

しく早速復学し，先生も共に高さ 1米以
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上にもなる 1枚 1枚の書簡ぞこんどは結

対にある， という自信ぞもってきがしf

ところ， とこにもある，あそこにもある

で，数時:t~でトリートとスウエットの書

簡ぞ合計 11通もさがし出すに五つ?で。

何が{半になるかわからないものであ

る。ごうしすご経過がなかっすとらごの書簡

も恐らく日の目ぞみなかっfこに相違な

い。所蔵は北大であり，保管の点は絶対

といっていい牧大丈夫記から散失の恐れ

はなかろうが，今迄何十回かこの費料の

7こばさ伊開いていて明らカ、にされることは

なかっにの古から，一寸聞かれに時・に柴

田先生が，単に「それは健詰ぞ教えに米

大人記j とh、う程度の返事ぞされていfこ

ら，助手の人も「ああそうかJと失ぞめ

くつにで汐〉ろう。いわば，特に北海道の

中で注目される人でもないし，ケプロン

巻はじめ当時外人;;e(J，Il'うこと 75名とい

う多数なの古から，そのまま過されみご

とは火砕見るよりも明かなことであっ

すご。ほぼ 80年 1:::1の目ぞ見なかったこと

がそのいい例言ilーで， ごれはj単に北大関係

者の罪では広い。むしろ自らの庵史ぞ明

らかにする努力ぞ払わず 80年の長きや

送ってい?二当場関係者の古というべきで、

あろう。

ともあれ， こうして今同本認に掲載出

来ることとなっfこが， この原文は筆記の

fこめ非常に読みにくく，武田課長の熱心

広仰努力争頂き，訴訳には長沢君が当っ

てくれ，武田課長と共に検討して頂いプ二。

もし，文章1-.1，原文の意や欠いている点が

あればそれはむしろ筆肴の責である。

いまこの書簡や発表するに当り，多少

その当時の事情にふれてみ土うとFう。

トリートが本道へ米仁のは，書簡にもあ
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ウふとおり lザj'ilc;10年の 9)118 1::1で， その

佐， 12 2月 7日まで， 17ヵ月滞泊三し

てい3。この間，石狩臨詰所と )jリ栴臨詰

所;a.興し，当初の 6カ月の契約が 1ク年

間延期され，大いにその識見が求められ

すこ。

どういう紅階の人であろかは現在調究

中で，私l立会nらなし、が，耐!詰にりいては

?干名の技術三行で‘ありfこと思われるのごの

人狩 í~'J抗ì1'切らkめすとのはずプロンの推í，\1è;

によろもので道史に)~れば(苅撰北海道

史 :;'{f;， :m j.'[)つぎの上う ì~(招時約JÌ~
;iZがあげられてU、3。

1877壬{三7月 111::1 '7シントン庁、f

1::1本…・ー;)~\岡町長官の命やボじ， ど1:ワシン

トン!千fホラシ・ケプロン，ゼj'メーン，ヰ

ースト・べ、ノレトノ・づー・ヱス・ツリー卜と

正に取結ぶ約jj!/:大の如しの，令合衆国中に普

通にU施包行τす~- ，Cδ主f鮭II在!七:その他各I純?毛立のj魚A1

;製ト製2五立氾広:__;__，与， 却て{仇似1以:イ釘J が訟~~巻P熟生知I円\1し〆， 災地にこれ

ぞ施行し， rt'Jj車、りなる仇';;lI人の推挙ぞ

れJて， ごこに出府せしツリートは，開拓

イ専の 1-\:: J，~1iぷ，.)ケプロ./と|白t意彩、JiiTiの九

日本にj度航し， r~ll1ì使より命ずみところ

の人に，昨j訟のt=めか、持lX存する方法ご

とごとく教授し，又 H 本にイi当Ujél~ は，そ

の技術に閲す 3i♀析のが:或いは~I:風そ熱

心地J5JJ;し，能く了併するι， ごれや車両

なく 1:1本人に伝授すJ、ζしの (1ご空手〕

ホラシ・うプロン

コー・工ス・ツリート

，:d人 -;' )レカぉjレト・うプロン

とあり， 年齢もi度iむしt=際は 66):J立で，

JそCの j道;羊iのキ村杓椛;白主u威或で、汐Jあ)/り:コ)1.-てと，旦F早刊1
l以之1悶干芦羽i司11桁fi1使史の公 文に」よ:オれれL¥ばf (日明}片↑ 109.1目8乙

1第iちC6ω9U号‘)7応50仰O甘汎弗iドLの(ほ王カ、食来料十として日本

円でで、ら浦0円と iぷぶイつJてい3。 この給料は最

初の 6ヵ月の契約によるもので，延長さ

れt=後半は，失の 6ヵ月が計2000弗，

最後の 6ヵ月は月に 33:3円 33銭とされ

t=。

楳詰の技術者ぞ求めにのは大久保内務

刑の黒田開拓使に対する進言で・あっt=と

考えられ，ごの前明治 6年にウィーンの

i英同博に派遣され，陣討と人工瞬化に注

立やひかれて帰国しk関沢明浩〔当時勧

;佳子王出仕)からの大久併に対する建議が

その端緒になっfことみられ3。然し，明

i台8年にはトリート， スクエツト共に開

拓使との問に手紙の往復があることから

みても，この進言は早涼とりいれられ，

ケプロンや通じて交渉がすすめられてい

fこと思わオしる。

トリートの躍詰工業に関する業眠は本

稿と関係がないので省塁手するが，公刊さ

れfこものでは，解イ七宇r:業について同氏の

名古ijが見出されるのは北海道誌が最初で

あるの

北海泣;ふ IIM1Ji使おふ大蔵符-刊行，明治 17

，~i三 2 月発刊，全 2ラ丹庁， 37巻の大刑司11綴

勺あり， 211U己，景行天皇 27年から明治 l与

年迄心泣史で， ircも:ujえ1'JJQコ大成，需品1纂は大

政'1け卸IJH示 i~~判 î'\・~~野'iJif 

1);，'住J&:~fJ.王111 1-:1，、登J と記されているのが

それで，明性;10年にはじJj年晴化スノレ

所ナノ二三蓋虫害等ニ山 Jレ!とあり， 11

年には[十ノ五六後共業漸ク進i.13， 4 

ェ 4ミリ大二繁殖ス}~ブ得タリ」とある。

然し，記録のヒではトリートがこの熔

化ぞゃっfごとは見当らず，自主詰の問教師

としての探用ゼりがあげられているの 1皆
楽闘の様子は充分に知3ごとが出来るの

もっとも明細なのは[開拓使事業報伝J
で，その内容は現在当時を知る唯一のも



ので、はあるまいかn

開1'1i1:史事;た)';IA~í了，六歳千î1'IJ ， 明治 18年 11

月発刊，大蔵大書記宵鈴木)(亮より参議大

~~P1卸松方正義%液告白も V_' ， 四等編修行奥

放継続纂

興味のある報官なので知介するの

「明治11年 9月製吐物試験ア札幌珪校

閏/近傍ニ設ヶ長fl山kプ担リ立J_JjiJ人工EWf:
，化ア試~ ¥，D月 18I:j 24 1=1 2 [ujニ仰魚雌雄

125 J毛ア捕へ卵子 1，:5，800余杭余ア昭化

セシニア.K!l(ノ守宅ト附化ノ術?丘ラサル所ア

JレニIkJリ共卵子化スノレモノ 1，寓余杭ニ過4

三同テ共半ア分テ東京r!j'!lj試験場ニ送リ

余ハ当場ノ j也ニ放長ス両場トモ生長頗灯

シ 10 月 ;(MfJ僻化試験ノ為メ委日ヲネf~安

ニ派遣ス 12 月 ~t{f鮭 72 尾雄鮭 87 昆ヲ捕

へ卵 6高余肘ヲ採リ水虫ノ害ブ防ン為メ

勝化器ブ流水ニ浸スノ方法--代ノレニ 11~t7J\.

11判J'f立ヲ装シ7.Kブ数尺ノ i吉iニr:J'{脆シテ解化

器中ニf主 f ス Up [1 í~/;J ノ rl ニハE先制ア張レド

モ71<.虫1M似隙ヨリ浸入シ殆ト jPIとブ努ス

共余ハ約 ;30日ブ託テ僻化ス共中 29，000

許ヲ東京製J農局及古山試験場ニ送リ余ノ、

皆本場ニ放養ス初メ卵ヲ探Jレノ後共健康

ノ者94尾ブ撰ヒ 15尾ハ尾端ニ白金輪緑

ブ着ケ 79尾ノ、銅製輪緑プ;aヶ県平)11ニ

放チ管下ニ合シテ共魚、ブ獲ノレ者アレハ届

出シム 12年 11月史二階化場ア築ク尋ア

養魚、池下流ニ水間数筒ヲ設ヶ科;魚、放養場

トス本年又~tft鮭 120 尾ヲ捕へ卵 247 ， 042

頼ヲ採リ.liMrl:164昆!1Wブ用テ哨化方ア

施シ共舵化政')J多シj訪れkニ1次長ス I(下界〕

当時としでは~Io常に許制な記録であ

るo 1-:1::奇妙に141えるのは先にあげ仁道

志では明治 10年に第 1同が行われてお

り，事業報伝では明治 11年となってい

ることで， この場合では後者が正式な報
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-fl-;.なのす三から 11年に行われナことみるの

がEしいと思われる。然し，別掲の書簡

は日付が Eま78年 4月 3日となっている

のからすれば，との年は明治 11年に当

り，その内容になっている借楽園の瞬化

はその前年 10年でなければならないの

能村信吉氏が苦かれfこ「北j海道鮭鱒人工

附化事業報台J(明治 27年〕では明治 10

年とされ，その後の道史，或は故も精細

な調奈とされる「鮭僻緊兆Jでも明治 10

4三とされている。或は 10年に簡単なも

の与やり， 11年以降官として行つナ二のか

も知れ7品、が，書簡によれば石狩陣詰所

の操業開始が同年の 10月 10日で， その

後;('，二との訪問も受け，際製までやってお

り， 11月9日には 1問の央制で3千以 1-.

もの鮭がとれていfこというから， ごうし

1~'1、亡しい最中に「札幌に適当な場所ぞ見

つけ，建物及び装置，道具等の用志|や

する科の余裕があっ1=ろうかのしかもご

とは本務ではないのす三から疑わしいとも

疋l、われるの

然し又， もし 11年のごとぞ書いにの

す三とすれば同年の 6月には書簡の中にも

出てくる出島松蔵らと別海に行き， 7月

18日の開業以来技術ぞ指導しているか

ら，との年のこととしてもふにおもかね

るし， 1三とすれば書簡の日付が1年後の

79年の間違いとh、うごとになり，ごの年

の4月は本国にあっfごという矛盾が出て

おる門矢張りこの際の併科は 10年に建

物ぞきめ， 少数の卵ぞ迎パノで・はみfこが，

附化槽に収容するに王らなかのナてとみる

のがIEしいと忠われ， 11年の業績がまと

まっ7こものとして理解されるのではない

かとされるの(今年になりて刊行し?と2

桔類の印刷物に明治 11年ぞとっすこのは
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以 hの玉県出からです〕

そして，情楽園の解化事業が当時相当

の実積ぞあげていfこのは独りトリートに

7三けようにとは思えない。同氏は前にも

書い7こように石狩，別海と多忙な体でも

あり，滞在日数も短かかっt=の冗から，

他に1f~当汗がk 、fこに違いない円いずれ少

しずつわかってくるごとと思うが，ゴ時

人工瞬化の中心は七重:勧業試験場と lzf山

官閏にあって， トリートぞ中心とするそ

のすすめ方はごれ以!二に見るべきものが

なk、ようにも思わオLるの

書簡に ~Hて来る人名はいずれも雌詰の

関係古で、， /l1島松造は別海の製造主任と

なり，佐々木盛太郎はその柿助として活

躍し， トリート帰米後も充分支障なくや

ってゆ ~Jt=。石橋と k 、う人はわからない

が，明i古9年に棋室で官官;詰ぞ試作しf三人

に石橋俊fji:という人がし、る。然し， ごの

人のことかどうかはわからない。

スウエットはトリートの助手として絡

ll:し七人でお歳で4ミ道しており， 恐ら

く工員であつにと忠われる。

トリートについて書くことは少くない

が，殆どカ市住詰に関しているすこめ， ごと

では省暑い前にものベナニ北大でマ所蔵す

ゐ書簡集の中にあるトリート及びスタエ

ツトに関係する書簡や次に和介し，一応

本稿ぞ終えさせて頂くの

その一覧表

01875.6.24 トリートから財基宛

01875.6.24 スウェットから堀基宛
O明治11.2. 21 堀基からトリ}ト宛

01878.4.19 石狩に於てトリートから H.

Sato y'ff* 

01878.6. 14 札幌に於てスウヱツトから

堀基宛
0明治11.6. 24 如基からトリート及びス

ウェット宛

01878. 6. 25 トリートから堀茎宛
01878.6.25 スウヱツトから閉塞宛
0明治11.6. 25 堀基からトリート及びス

ウヱツト宛
O明治11.6. 25 堀基からスウヱツト宛
01878.12. 18 函館tこてトリートから H.

Sato宛持

栄註開拓少書記官， -1[:じ1，'ん佐藤秀顕と恩

オフれる。




