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u. S. Treatから黒田清隆

にあてた手紙

開拓使

黒田m降間一下

北海道の水産業に関する報告書ぞ貴下

に長出することぞ光栄に存じます。

今般， 1877年 8月初日，私はアメリ

カから東京に到着し，年一法関係諸機関ぞ

廃訪して，鮭及びその他の適当な践詰工

場房設立すべく子続をすませれ次第で

すのそれによりて機械耳切や，私が必要f三

つ行政二仁，監督与や会!1.Sごとができまし

?と内仕事はまずいろいろなものぞ注文す

ることに始められ，それがし、つでも噴出

し出来るように用阜、がととのっており士

し?とが，機械が揃うまで少し期聞があっ
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我々は，玄武丸川、う舶に機械も技手

の人達も一緒に乗り， 9月 16日に東京橋

やH¥航しましfご。我々は快晴の素晴らし

い挑めを楽しみ， H"¥航後2日目に舶のヒ

から非常に大きなサパのf!，l..若干狩見まし

すご。 3とその日の夕方凶クチ~7 や小型!の魚

が拙から 5ヤード程の近くで見るととも

できまし7この

18日に我々は函館に到若し仁。ごの港

は全く素晴らしいもので寸。そこではい

ろいろな役人や市民に会ってこの近海の

タラ・二シン・イワシ漁業について学

び，又サずが非常に写生官で，ガti誌と共に

輸出の主なるもので

ナごので， そのf:~l に私は魚市場や高151P調究 つfごわけで唱すの

することができまし?とわ 20 日には!J、特(オタ Jレナイ〕へ向けて

私は~t'Ëの料珂;の組類が三:に多いこと冴 IH高正しす川ごの町までは約60マイノレで，

生nりましfご門とし、うのはF15養軒の料王引が 海岸に近く，数千の性民が水産業守主と

失に素晴らしかり¥1こからですn まナとその

時に11-'.t"ずリガニの類はアメリカで一般

によく Jcí られ~.sロブスターにゴド'常によく

似ておりますη エピが始終IHされましf二

が，色とい~'effl質といk、全:く素晴らしい

ものでし仁n エヒは IIJ:界中に広く好±れ

るものですn 鮭やサパち又よく好まれ，

ヨーロツパやアメリカでは非常に1高く許

価され珍重されており士す内

して生活していろ町だと思うておりまし

fごn とごろが21日に小tm:'7苦b、fご時，

そこは数百人の性民と!彩しいタラ及ぴニ

シン j 旬、i業の町で唱しt~n 我々はこの町から

20 --?イルはなれにところにある北海道

の首都，札幌にi社主関係の機関与etこず
ね，純々の手続やすませて， 仕事の 1/4

fずはそこで準備を済ませまし仁。

札幌は種々の公共施設や学校があり，



56 

非常な勢いで発展しているといえます。

ここでは， 我々lは玄約1目6マイ Jルレ北東の石

1 

耳沿P過しましf仁ご。

機械や日日共は直ちに現場に設置され，

建物は 2，3の手続きで我々の目算通り相

当に~'I;I:;)Èのいくものが瓦のうちに~íl;備さ

れてありまし7こので， [j'It)に小、イラーや

施設し，いよいよ鮭及びその他のか、の雌

詰製造巻倉IJめる休i!i1Jがとれましj::。

処女操業は 10H 10日に 50尾のif.l，に

よって行われj-が， このような仕事に杢

く経験のない人々で、行われfこのでゆ不完全

なものでしすご。その後，間もなく工場は

注文ぞ受けるようになり，我々は明閤 F
一行の訪問巻受けましj:。叉，その後!日i

もなく我々は函館のイギリス領事 H.パ

ークスi詞ードの訪問も受けましナごの

然し，その凶でもま f三度々不良J71がrll，

来てしまうのですのそれは従業員の料険

による裂崎山で、11r長5~~Uilt;，fミるものと}f\l~、

ますの鮭:の前~Hlf~才、港外で恒ー々行われる J 江

制によりて大目:の漁獲があっ7二時にはu'{

iちに始めておりますn 又耐'ff詰ばかりでは

なく，私はがHIから.'j':マイルート泊:のとご

みで，それはと丘く簡易なものではある

が， 塩蹴しナこり， 牒製もやりてみまし

ずとの

11 凡 9 日には ll<il の曳志向で >;000~5000

尾の鮭がかかり仁。制の長さは 6000フ

ィートで深さは 40フィートですn

1875年の記録によると 1回の曳網に

1万尾の漁獲が報告されておりますの

11月29r~ には鮭間Ü~!_I{の不良製♂ l式的

ど，f~ìにしか比られなくなっ仁が，作業は

一時中 11:しまし j.~" というのは照製カ;Iti

場で非常に好調で、輸送するすごめに舶か&1111

されてき?とのでtJl，Aぐる記け年く充分・な製

J11kリ|渡さねばならなかりfごからです。

粧の時季がすぎると歎の内(主に脱〕

の仕事守合会めナ亡が，材料が少く僅かしカ、

れそれませんでし7ご。しカ、しそれは今まで

にみられなかっ仁科非常に優れj-製fRで・
しすご。

鹿は相当沢rJl陵んでい.':1，1ごうに思われ

ます。東部地方の特有な傑かしか吟の降

らないとごろでは， J.昆は冬の問は北海

道一1'3によくみられる笹の焦ぞfごべてお

ります。私は年に 2 力ーから:~ )jj)J'jの出が

報台なしに殺されていると聞いてぞりま

すのこのr;:'Jぞ簡単に保存するというごと

す三けで立派に事業として確古 HL1くること

は疑し吋〉ないことと存じますの今シーズ

ンに作つfて除jの目録は村 1院からdZ:、t-1辛か

の'1二l勺がリストのた泌分凶研[〆めていろ状

f主なのですの

カキ

約 2プツシヱル (2袋〕のカヰが品15で
東部活岸のf干名υ;カキの蕃殖場から逆ば

れてきまし7二。~'，'，:fí!ま陸路で 12 月 19 日

に到着しましt:。非常に2刷、時で・し7この
で， 多少損害そも?でらし7二が， その中の

良いちのぞ選んで， 約:¥0~(，'Î 程健三古にし

ましf。というのは，川は彩しし、流氷で

喜手続場の計画t式全くす定が狂うてしまっ

仁ので、すの淡水やilJe氷はカキの成長には

それ科障害にはぷら 7ぷし、ので，いずれ明

年，がJ日付近にj血ミ']ム‘場所ぞみつけて試

験ぞや/ノJてみすごいと J~~I、っておりますの又

カ守は函館又は東京等に移殖の実験やし

てみる柄引立があ3と思いますの M政なら

只設は非常に!手く，輸送距離が 1500'7 

イ;1イ立離れていても移殖は多分成功する

むろうと烈いますn アメリカでは，只殻



の堅いカキは少ないが，非常に遠い所か

らでも移植されており，そのようにして

成長しにものは外国産に優らずとも決し

て劣りませんし，風味の良さと肉質の良

さは高く許価されているという事・5たは良

い例記と思います。

鮭漁業

石狩における鮭漁業は非常によく知ら

れており， 或る年には結、漁獲が18万尾

にもなつにと報告されております。そし

て，その中の 2/3以上は秋に獲れていると

のことです。五が，その中には、ときし

らず、やマスも含まれているのではない

でしょうか。その後，いくらもしないう

ちに最もよい消息に接しまし亡。それ

は，魚、体は非常に肥えており，体色も鮮

明で，鱒請にするには最jヒの魚がi斥上し

始めにので・す。それらは今シーズンでは

最もよい魚fごと思います。 トキシラズが

獲れるのはま記暖い季節なので， 塩蔵

や，又は簡単に処置するのが困難官と漁

夫から聞いていますが， このような価値

のある魚は適当な保存法ぞ考えるべきf三
と思います。

鮭の人工増殖

鮭の人工瞬化の目的のにめに札幌に適

当な場所を見つけ，直ちに建物及び装置

道具等の用意診しました。既に多にjぶっ

ていたが，その前にすでに採卵して， 25 
"'t" '( )レの全くひどい道路ぞ運搬しまし

校。その結果，卵は瞬化室へ着かないう

ちにすっかり凍ってしまっf。私は鮭~

生きナ二水槽で・運んで来て瞬化窒で産卵さ

せることぞすすめますのが，但しこの場

合，寒波と吹雪は防_tl二せねばなりませ

ん。

仕事がうまくいくようにするには 11
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月中旬頃の鮭や選び，充分に成熟するま

でJ際化室の近くの生貨の中に;入れておく

のがよいと思います。そのようにしにら

成功は疑いないとF、われます。アメリカ

では毎年何百万という鮭の卵ぞ癖化して

おります。そしてそれが利益ぞもにらす

仕事であることは明瞭なことです。それ

は以前に鮭のいた場所に更にその数が増

えてより多くの漁業が出来るというばか

りではなく，以前には鮭が全然いなかっ

た場所にさえらすむようになります。

時i~

先日，小樽から塩蔵及び乾燥加工しすニ

タラが送られて来ましfこ。それらは米国

のものと良く似fこもので， 12月から 1月

2月にかけて北海道沿岸でとられfこもの

であると報告されております。もし漁師

達がタラ漁業ぞ一層容易にしすこいのであ

れば，現在使っている漁航よりもっと優

秀な漁舶に代えfこら，漁獲はもっと増加

すると思います。この魚の一般的な加工

法は，背開きにして塩蔵するか，地1::二よ
匙lほまt.tt'ごzな

り数フイ一ト上に竿で

にカか、けて日光にさらすことで、す。このよ

うなカ加日工法にするとどんな遠方にでも心

閉なく輸送出来るのでで守，海外市場の需要

が大きく望まれることでしょう。

ニシン

小樽で・行っているニシン漁業は非常に

規模の大きいものでし食。多くの魚、は南

方の市場に送り出されすこが，それよりも

はるかに大量の魚、が油の抽出と肥料の製

造に利用され七ように思われますの油は

濃い〔腐っfこような〕暗色で，原料のff.'.
はかなり分・解し，原油はどろどろしてい

るばかりでなしまるで腐っているに違

いないと思われる科.で， これぞ鉄の釜の
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中に入片して製造したもののようです。

アメリカでやっている方法は水から魚、

沿あげると直ぐに蒸汽で油の拍H~密行い

ます。もし，漁獲して直くに魚、を煮るこ

とが困難なときは，魚、は 200ポンド毎に
1/2プツシエ Jレの取ぞして干物にされま

す。これは，あらゆる分}鮮作用を防ぎま

すし，杢然油には害がなく ， 10日から

12日位は保存される筈です。

もし， 日本で恭汽熱を使用出米ないな

らば，現在使用している鉄釜でU、いから

内側にうすい鈴]の釜を重ねて，その問ぞ

水でj前せば良いのです。この方法でやる

と油と火の直接的な危険はIUlJr:で守るし

叉，魚も焦げることがないので，その結

果出来る製桁物は薄いきれし、な在"やしず三

ものになります。

アメリカでは，肥料が不足になってか

ら莫大な量の魚粉がこれに代りて使われ

るようになり輸入もされまし大。良質の

魚、粉は 8%から 11%のアンモニアが合

まれており， 約25年前からアメリカに

愉入されているベルー産の烏糞肥料に1&

敵します。

小持はそi狩河口とは非常に近く，両才f

の|聞は快晴でなぎの時には 2，3時間で結

ばれます。石狩は水底まで 127イート

もあり軽い舶なら殆どいつでも入港でき

みので、港の中は充分の水量と良好な繋舶

設備ぞほどこすことができるでしょう。

舶の安全入港を1~ぷIEする7二めには，先

ず航路沿っくることが先決で，そうしナこ

ならば正確な航海やすることが出来ま

す。札幌への車迫は今工事Iいですが，完

成の時iはま， 札帆一一イ:二刊;

係宅ぞ伊もつことが出オ来毛， 石狩の人口も増加

することでしょう。このようなことが完

備し7三ならば，過信・輸送付、益々発展の

徴候ぞ示し，石狩は当然，大規模な水産

業の中心地となることでしょう。

現在ある施設は，三大のシーズン前まで

に2つのことが!必要になると思います。

一つは緯詰の鱗ぞ作るプリキ鱗工場で

す。他のーりは，現在2つのボイテーが

あって， 日に 5000躍の製造能力を有し

ているが，ごの施設では今後続けて作業

そして行くのに充分なものとはいえませ

ん。そして適当以倉庫沿っくる必要があ

ります。

以とのこうしナニ仕事に対して，私の助

手である T.スウエット氏は全く献身的

で彼の有能な才‘腕と助力にJ九、ては褒状

ぞ」与えらるべきと存じます。そして出島

氏は通訳として非常に有能なる働きぞし

ましfこし，又"j，皮白身立派にやってのける

人です。石橋氏は鮭の季節中に我々に多

量の鮭ぞJ_j-えてくれましすこ。そして，彼

自身も叉立派にやってk、ける人です。然

し，残念なことには彼は北京治岸の方に

転出して行ってしまいましfこ。

実際上の仕事・に当つt=研究者拡非常な

進歩ぞみましf三。そして， も早製絹't詰

込み，仕上げ， izL言jiめ，そして市場，'-と

いつにすべての過程については 'j派な学

識験経ι-としてゆるぎのばいものと思い

ます。

慎製とタラの干物の製造は佐々木氏に

一切まかせまし，tご。彼は1f~'顧するに足Q

人物です。そして，ごの仕事に関する全

部のill持 _:æ， ~y びとっfこのです「。金沢氏も

又彼の千l¥i佐役としては充分なる人物で

す。最後に創業以来の各種の製健目録ぞ

添付致します。

U. S. トリート

1878 ~手 4 月 3 日耳{狩


