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＜ 研究ノート ＞

内村鑑三と石狩川サケ漁、アイヌ民族

井上 勝生

はじめに

札幌県勧業課農務係漁猟科御用係、内村鑑三は、１８８２（明治１５）年１２月、千歳川サケ漁

を視察し、「復命書」（報告書）を札幌県令調所廣丈宛に提出した１）。北海道最大であり、

日本でも第二位の長さの石狩川、その下流部に流れ込む支流が千歳川である。千歳川は、

石狩川を遡上するサケの「三分ノ一」を占め、石狩川水系、第一位の支流であった。千歳

川のアイヌ民族は、サケを漁し、サケを「常食」として生活を営んできた。

明治初期、開拓使は、１８７６（明治９）年８月に布達を出し、サケ資源を「保護」するた

めとして、サケの「夜漁」と「テス網」捕獲を禁止した。「明治九年・開拓使乙第九号」

布達であった２）。テス網は、木を柵のように組み、遡上するサケの行方を阻んで捕獲する

アイヌ民族の漁法で、支流において、おもに夜漁で行われたのである。ついでその翌月、

開拓使は、「明治九年・乙第一〇号」布達を出して、北海道各地の、広大な漁場を支配し

てきた漁場持（旧場所請負商人）を廃止した。

開拓使は、沿岸や河口の広大な漁業資源を十分に「活用」するために、残存していた漁

場持（旧場所請負商人）の独占を排除し、移住和人に漁場を開放し、その一方で、上のよ

うに、漁場持の支配を解かれたアイヌ民族に対して、その直前（前月）に夜漁、テス網を

禁止していた３）。漁場持（旧場所請負商人）の廃止令は、アイヌ民族の解放へとつながる

ことはなかったのである４）。

さらに、１８７８年１１月、「明治一一年・乙第三〇号」布達で、支流のサケ漁を全面禁止５）。

サケ漁を引網だけに限定して認め、支流のサケ漁を全面禁止にする。当時の引網漁の主流

は、長さ４００間から６００間（７２０ｍ～１，０８０ｍ）、漁夫３０人ないし５０人、船１、２隻を使った

資本力のある和人漁業家の、沿岸部や河口部でなされる大規模漁法である６）。またさらに、

１８８２年、開拓使を引き継いだ札幌県は、密漁監視人を支流へ派遣し始めた。

最初に述べたように、それに対して、札幌県勧業課官吏だった内村鑑三は、千歳川全域

を視察して、札幌県に、千歳川サケ漁場を再開する上申をした。旧開拓使布達、「明治九

年・乙第九号」と「明治一一年・乙第三〇号」支流サケ禁漁布達の、千歳川における事実

上の撤回建議である。アイヌ民族とサケ漁業の歴史に係わる注目すべき、また瞠目すべき

「復命書」であった。

復命書は、約５，５００字という長文で、本文と別紙に分かれ、別紙は、二部構成になって
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いる。地元札幌の漁業史研究者、鈴木繁によって見出され、アイヌ近代史研究者、山田伸

一によって詳しく検証された。鈴木繁『ほっかいどう漁業史再発見』私家版２００３７）と、山

田伸一論文「千歳川のサケ漁規制とアイヌ民族」２００４８）、である。山田伸一は、１８７６年サ

ケ漁規制布達から千歳川人工孵化事業が始められる１８９０年前後までを実証的に解明した。

内村の復命書で重要なのは、別紙の後半部、とくに第四のサケ漁「漁業会社」設立案で

ある。千歳川のアイヌ民族と移住和人（アイヌ民族の人口に対してまだ少数であった）が

ともに構成する「協同組合」漁業の提案であった９）。内村の構想では、この協同組合に入っ

たアイヌ民族と和人が、千歳川の「サケ産卵場」を監視し、サケ資源を維持する責任を負

うのである。

アイヌ民族にサケ漁を認め、一方、アイヌ民族にも、産卵場の密漁監視を委任する。サ

ケ漁は、「乙第一〇号」布達など以後、急増する移住和人漁夫の諸集団によって、上流部

も含めて無秩序な乱獲が激増していた１０）。内村鑑三案は、アイヌ民族を中心とするアイヌ

民族と和人の千歳漁業協同組合によって千歳川上流部のサケ産卵地を監視し、北海道の重

要な水産資源、サケを保護するという現実的な可能性のある提案であった。そもそも、あ

まりに急激な開発策を強行し、財政困難に直面していた開拓使当局では、官がサケ密漁監

視体制を、現場に有効に整備するのはきわめて困難であった。内村協同組合漁業案は、札

幌県本庁では、支持されたが、最終的には、上層部によって退けられた。これは、山田伸

一の論文「千歳川のサケ漁規制とアイヌ民族」が解明している。

内村鑑三の復命書別紙の次のような内村自身の文言は、鈴木繁や山田伸一が述べている

ように、永く記憶されるに値するものであろう。

依テ彼等（千歳アイヌ民族―井上注）饑餓ノ民ヲ救フ法、他ナシ、彼等ニ千歳川ノ漁

ヲ許シ、以テ家計ヲ立テシムルニアリ

サケ禁漁下のアイヌ民族を「 餓ノ民」と呼んで、彼等アイヌ民族に「千歳川ノ漁ヲ許」

す以外に方法がないと報告する。アイヌ民族、サケ漁業権の問題に係わる重い言葉である。

また、同じ復命書別紙に記された次の文章も重要である。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

諺ニ曰ク、飢餓ハ法規ヲ知ラスト、彼土人モ亦然リ、官若シ漁ヲ禁セハ、餓スルカ法

ヲ犯スカノ二途アルノミ（傍点、原文）

札幌県布達の支流禁漁によって、千歳川アイヌ民族は、生存権を侵害されつつあった。

アイヌ民族の生存のための密漁は法を超えた正当性があると言う。これもアイヌ民族の漁

業権に係わる問題であった。

千歳協同組合漁業に資源監視を委任すれば、と同じ別紙の結びで内村は、次のように記

す。
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彼等ニ漁ヲ許サハ、永ク生計ヲ失ハス、又鮭蕃息ノ基ヲ堅シ、永ク千歳川ノ鮭ヲ保持

スルニ至ラン

アイヌ民族が生計を立てることができ、かつまた、永く千歳川のサケを保持することが

できる、と言う。

内村の提案は、採用されなかった。歴史を見ると、石狩川サケは、絶滅はしなかったが、

１８９３年の大凶漁を画期として、以後、壊滅的に減少していった。壊滅の画期をなした大凶

漁は１８７６年、アイヌ民族へのサケ漁規制から１７年後――２０年も経たなかった――であり、

内村の１８８２年復命書からわずか１１年後であった１１）。内村の提言は、大きな、切実な意味を

持っていた。ここでは、内村鑑三と石狩川サケ漁について、今まで埋もれていた事実関係

を掘りおこしたい。

１．水産学会と内村鑑三

内村鑑三は、北海道の水産、漁業を担当する官吏として、１８８１（明治１４）年７月末から

１８８３年４月まで、１年９ヶ月在任する。札幌農学校卒業直後の開拓使への就職から、水産

博覧会出品のため上京して、東京で辞表を出すまでである。官職は、開拓使民事局勧業課

御用係、准判任官、６等属で月俸３０円であった。内村は、他の卒業生と同様に就職と同時

に「准判任官」に任ずる。これは開拓使官吏としては、優遇された幹部コースであった１２）。

１８８２年２月に開拓使が廃止されて、三県が設置され、内村は、以後、札幌県民事局勧業課

所属になった１３）。

札幌農学校二期生を卒業後、「札幌時代」の内村鑑三は、自伝『余は如何にして基督教

徒となりし乎―余の日記より―』の第４章「新教会と平信徒伝道」などで知られるように

公私ともに波瀾万丈の青年期を送る１４）。この時期、欧米教会から自立した札幌独立教会を

発足させ、財政的にも苦労の末、独自のキリスト教信者の集まりを守り抜き、彼等の教会

を設立した。そのまぎれもない主導者として、また後の不屈の非戦論の思想家、宗教家と

して注目され、多数の伝記がある。

一方、北海道漁業における内村鑑三の役割は、いまだ曖昧のままである。内村は、東京

へ帰京後、１８８３年１２月、農商務省水産嘱託に就いた。そして、東京大学医学部準教授、大

日本水産会代表幹事に就いた松原新之助の動物学研究室で、水産、魚類の研究につとめ

た１５）。松原新之助は、植物学研究者で、魚類も扱って、『大日本水産会報告』の奥付など

によれば、同紙編集人に就いていた。内村は、魚類の研究者をめざしていたのである。

内村が、この頃、北海道の水産と漁業に関して残した文章を見よう。文章は、『内村鑑

三全集１』に、丹念に探索されて、復刻されている。全集に収録されている文章は、以下

の１３点である１６）。

内村鑑三と石狩川サケ漁、アイヌ民族（井上）

― ３ ―



１８８２年
（サケ）

①「千歳川�魚減少の源因」『大日本水産会報告』１号、３月
（タラ）

②「北海道鱈漁業の景況」『大日本水産会報告』４号、６月
（アワビ）

③「札幌県鮑魚蕃殖取調復命書并ニ潜水器使用規則見込上申」『檪林集』１号、１０月

提出

１８８４年
（ニシン）

④「鰊魚人工孵化に関する試験の結果」『大日本水産会報告』２０号、２月

⑤「鱈ノ発生」『大日本水産会報告』２１号、２月

⑥「漁業ト気象学ノ関係」『大日本水産会報告』２２号・２３号、２月、３月

⑦「鱈魚人工孵化法」『大日本水産会報告』２４号、３月

⑧「石狩川鮭魚減少ノ源因」『大日本水産会報告』２６号、５月

⑨「鰊魚に関する調査の成績」『大日本水産会報告』２７号・３０号～３３号、６月、９～１２月

⑩「漁業ト鉄道ノ関係」『大日本水産会報告』２８号、７月

１８８５年
（スウェーデン）

⑪「 瑞典国 鰊漁廃絶の原因」『大日本水産会報告』３７号、４月
（イワシ）

⑫「鮭、鰊、鰮 網質問」『大日本水産会報告』４５号、１２月

１８８９年（『内村鑑三全集１』別編に収録）

⑬「水産動物学」手稿、１８８９年（講述）

文章を対象魚種別に整理する。（⑫は、ごく短いので略す）

サケ漁 論説①と⑧

タラ漁 論説②と⑤、⑦

アワビ漁 論説③

ニシン漁 論説④と⑨、⑪

サケ漁については上の２点に鈴木繁によって近年、見出された千歳川サケ漁視察「復命

書」を加える必要がある。それらを通読すると、内村のもっとも重要な文章は、サケ漁に

関するものであることが、あらためて分かる。

③のアワビ漁についての上申と、新出の復命書を除いて、すべて雑誌『大日本水産会報

告』に掲載された。『大日本水産会報告』は、１８８２年１月に創立された大日本水産会によっ

て、同年３月、同会の機関誌として創刊された。

大日本水産会は、日本最初の水産業界の組織である。初代会頭は小松宮彰仁親王、幹事
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長が農商務省少輔品川弥二郎であり、官庁の影響力の強い全国組織の団体であった。会則

に、「主旨ハ、各地各人、共同親昵シテ汎ク水産上ノ経験、智識ヲ交換シ、専ラ水産ノ蕃

殖改良ヲ謀ルヲ以テ目的トス」（２章１項）と記され、また会員規則に「通常会員ハ内外

人ヲ問ハス入会スルヲ得ルモノトス」（４章３項）１７）と決められている。入会規則に見られ

るように、大日本水産会は一面では、各地各人からの「自由な民間人の集まり」という側

面をもっていた。この点、国の水産会法にもとづいて設立され、強制加入とされた１９２１年

創設の「帝国水産会」とは異なるところがあった１８）。

上の内村の文章１３点全体を通読して言えることは、第一に、内村鑑三が、明治初期、日

本水産界でも有力であった文明開化路線を先導する役割を担っていたことであり、第二に

一方、内村には、現地調査を重視する姿勢も顕著なことである。この両方は、明治初期の

水産学会にあっては、内村の独自のものではなかった。

たとえば、内村のタラ漁についての現地報告「北海道鱈漁業の景況」②を見よう１９）。１８８２

年１月下旬、開拓使の官命で、後志国高島郡祝津村に出張し、その年の最盛期を迎えてい

たタラ漁を視察する。内村は、タラ漁について、ノルウェーのサースの研究（サースが１８

年を費やした調査）があると断って、祝津村で数十年間タラ漁に従事してきた漁夫の証言

を、一つも自説を加えないで聞いたまま筆記して報道した２０）。付された小見出しは、タラ

の名称・産地・蕃殖・大小・移転・食餌・親魚・卵子・児魚・疾病・寄生虫・漁業律

（但、一村の内約定 原注）・漁方・漁期・収穫高・価・使用・記事の順である。祝津村

独自の漁業方言を収集するなど、「老漁師」から得たタラ漁の証言記録である。

内村鑑三の現場重視の調査法は、当時の文明開化、欧化水産学に対する批判ではない。

上の報告に、調査法は、「米国漁業年報第一回中スベンスベルド氏の法による」と、内村

によって注記されているように、長い年月をかける現地調査法は、１８世紀以来、西洋博物

学の成果であった。『大日本水産会報告』は、近世、幕末期以来、日本水産業が育んでき

た漁業法や漁業慣行などを、掘りおこしはじめていた。文明開化の欧化の枠内にも入る、

その良質な報告が内村のこの「北海道鱈漁業の景況」なのである。

内村の記録は、胸を打つ。たとえば「漁業律」の項が一例である。祝津村の海岸部漁村

において、冬のタラ漁で遭難している船は、危険を冒しても、漁獲を投棄しても、救助す

るのである。違反すると、浜から償金や罰則が課される、制裁もあったという。祝津村の

このような「漁業律」（漁村の慣行、不文律）を聞き取っている。北海道の冬季タラ漁は、

「その危険なる、実に聞く者をして戦慄させる程の業である」。内村鑑三が、北海道中央、

西海岸のタラ漁の苛酷さ、一方で、苛酷な漁業に従事する漁師の示す誇りに打たれた様子

が記される２１）。

官吏、内村鑑三は、現地調査を重視し、欧米の漁業知識の導入にも努める。その一方で、

創立期の『大日本水産会報告』を通読すると、現地調査の重視は、内村にだけ例外的に見

られるものでは、けっしてなかった。

『大日本水産会報告』第１号、通信欄に、内村の「千歳川�魚減少の源因」が載っている２２）。
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内村鑑三の漁業に関する文章の、当時の日本における、質、水準の問題について見よう。

２．千歳川サケ漁と内村の通信

「千歳川�魚減少の源因」①は、創刊号「通信」欄に掲載された。北海道の一地方事例
で、約５００字余の短いトピックである。禁漁の布達によって留網（テス網、ウライ網のこ

とである）を撤去した結果、網を恐れて退いていた「鰔魚」（ウグイ）が激増して、かえっ

て産卵地でサケの卵が食い荒らされている、という千歳川「老夫」の証言を紹介している。

文末で、ただ「卓上にて論究」するだけではなく、実地「討察」（調査）が必要と指摘す

る。

現地調査の必要を訴える、という限りでは、内村鑑三の文章を過大評価できない。たと

えば、同じ『大日本水産会報告』第２号に掲載された「小集会演説」欄の高木正年「海苔

培養法」は、興味深い報告である２３）。東京湾、品川砲台（御台場）周囲でされている海苔

培養で働く「老業者」の証言を地図（「品川砲台近傍ニ於ケル海苔培養ノ地図」）を入れて

詳しく報じている。

淡水と塩水のまじり具合、雨天との関係、都市の用悪水（養分が多く、海苔の良好な成

育に必須）の流れ具合などが、東京湾名産海苔をどのように育て、分布させるかを記す。

講演記録は、用悪水と名産海苔の関連など、丹念な調査報告であり、読み応えがある。

同じ第２号の「小集会演説」欄に載った、安岡百樹「水産ヲ隆盛ナラシムルノ考案」其

二は、「海辺樹木」栽培と漁業の関係を講演した興味深いものである２４）。安岡の故郷、土

佐国では、藩政時代、黒松を海岸、百余里に植えて保護した。黒松は、「輪伐法」などで

厳重に保護され、黒松を代表とする「樹木ノ有無」は、大いに漁業の盛衰に関わる。しか

し、維新以来、かつて保護された樹林が私有地に払い下げられ、伐採され、高知の漁業が

衰えていると報ずる。これに関連して、『大日本水産会報告』第８号「小集会談話」欄で

は、樹木の乱伐が漁業を疲弊させていると訴える各地の漁民の声が記録されている２５）。三

重県の「山林の暴伐」が、海藻とくに鹿尾菜（ヒジキ）を激減させた。北海道では、ニシ

ン漁が豊富な場所は、海浜樹林の「鬱葱たる処」である。上総（千葉県）では、近岸の官
うおつき

林が濫伐されて、鯔（ボラ）が減った。旧長州藩（山口県）や土州藩（高知県）の「魚附
ばやし

林」についての証言があり、紀州（和歌山県）加太浦では、山林局官吏が海辺の樹林を伐

るので、漁民が苦情をしきりに訴えている、と。

１８８２（明治１５）年は、自由民権運動期である。その時代背景は、現地の漁夫の証言を重

視する状況を生みだしていた。内村鑑三「千歳川�魚減少の源因」の「老夫の言」の採録
は、そういう流れの一つであった。その全文は、『内村鑑三全集１』にも収録されている２６）。

内村の言説の特質を確認するために、比較的短い文章であるので、また全集には、復刻の

際に重要な語句の誤字などもあるので、全文を読点だけを付け加えて、ルビもそのままで

紹介する２７）。
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千歳川�魚減少の源因 札幌縣勧業課員 内村鑑三報
げん はつ なが

千歳川ハ源を胆振国千歳湖に発し、九里余にして長都沼に入り、それより十数理を流
せいけつ をんだん きよくかん ひようとう

れ石狩本流に達す、該川ハ水甚清潔且温暖にして極寒の時に至ると雖も氷凍する事
し りう とうごう さ け さかのぼ む か し ぎよ ば

なし、故に石狩川の支流悉く凍合せるの後も�魚皆此川に溯る、昔時山田文衛門漁場
とめあみひ と つ ぎよくわく

を長都近方に開き、留網一箇にて年々大凡六千石余を漁獲したる由なりしか、明治
さ け ほ ご れい わ け

九年�魚保護の令出るや該川も亦禁魚の場となれり、然るに如何なる理由にてや有け
さ け げんせう

ん、禁魚以来�魚の数追々減少し、今日に至ては反て昔日の蕃殖を見る能はす、今其
げんいん さぐ らう ふ う ぐ ひ はんしよく そ

源因を探るに、老夫の言に依れハ禁漁以来鰔魚益々蕃殖せしに之れよると、抑も該
せい あみ さかのぼり

魚の性たる網を恐るヽ事最も甚しく、網を見れは直に下流に走りて再ひ上溯する事な
とめ てつきよ たま ご ばうがい

きものなれは、則留網を撤去せるにより自由に上流に来りて�魚の卵子を妨害するが
たし さんらん

為めなり、鰔魚の卵子を嗜むや実に甚たしく、僅に一尾の�魚産卵せんとすれハ、数
したがひいうえひ く つく

百尾の鰔魚其後に追随游泳し、卵子出つるや否や直に之を食ひ尽すと云ふ、故に鰔魚
こ いきを はか

の蕃殖�魚の蕃殖に超ゆる時ハ、勢ひ�魚の減少を免れさるを以て、蕃殖を謀らんに
ちう ゐ たくじよう じ つ ち たうさつ

ハ最注意すへきことなり、只々卓上にて論究する而已にして、実際の如何を討察せ
かいり へいがい

されは、還て如斯の弊害を生すへし、記して貴会に報す（アンダーラインと読点は、

井上）

このように、内村鑑三「通信」は、短いトピック的な文章にすぎない。現地調査重視は、

内村自身が述べる通りであるが、当時、他にも見かけられたものであった。しかし、それ

以外に、内村鑑三らしい特質が確かに存在するのである。

１８７６年、「明治九年・乙第九号」布達で、夜漁とテス網が禁止され、アイヌ民族のサケ

漁規制が行われた。事実上、支流では、サケ漁禁止となった。内村鑑三は、開拓使の、具

体的な特定の政策を、布達名をあげて批判しているのである。

「明治九年�魚保護の令（乙第九号布達である、井上）出るや」千歳川もまた禁漁の場
となった。「然るに如何なる理由にてや有けん」、禁漁以来、ウグイの激増が発生し、サケ

の数は追々減少し、今日になっては「反て昔日の蕃殖を見る能はす」。ここで、実地で得
（のみ）

た老漁師の証言を紹介して、文末、結論に続いてゆく。「只々卓上にて論究する而已にして、

実際の如何を討察せされは、還て如斯の弊害を生すへし、記して貴会に報す」２８）。内村の

「通信」をこう読めば、開拓使当局――内村はそのなかに居る――に対する痛烈な内から

の批判であり、しかもそれを公開しているのである。文言のなかでも、「実際の如何を討

察せされは」などという箇所は、当局上層部の自尊心に触れるもの、というべきであろう。

黒田清隆長官が、明治１４年北海道官有物払下事件で民党勢力（自由民権勢力）に追い詰

められたのは、上の内村「通信」公表の前年１８８１年８月からであり、その黒田長官が、勅

令を使って、大隈を政府から追い出して政治危機をクーデター的に切り抜けたのは秋、１０

月のことであった。世論で、黒田長官は、「北海道に巣くう薩閥」の「情実と利権の巣窟」

と激しく攻撃された２９）。内村の「千歳川�魚減少の源因」は、その北海道官有物払下事件
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の翌年である。内村の「通信」、いわばコラムは、開拓使の布達、乙第九号布達を「卓上

の論究」と批判したのである。

この『大日本水産会報告』第１回会報には、同会の会員名簿欄がある３０）。名誉会員（３７
（ママ） （ママ）

名）に、「開柘」黒田清隆、おなじく「開柘」湯地定基が載っている。黒田清隆は、言う

までもなく薩閥の開拓使長官であるが、湯地定基も、開拓使少書記官で、薩摩藩士出身、

根室県の初代県令で薩閥の有力な領袖であった。また、通常会員（１４０名）のなかには、「開

拓」として、林忠太郎、西川五兵衛、種田織三、中島勇作、中島信之、梅崎忠順、そして

内村鑑三の７名がいる。

黒田清隆長官が明治九年・乙第九号布達サケ禁漁の主導者であることは、山田伸一が、

論文「千歳川のサケ漁規制とアイヌ民族」でも実証した通りである――黒田長官は現場札

幌本庁が示した抵抗を押しきっていた――３１）。一方、黒田長官が、統治の現場である札幌

本庁に勤めないで、東京出張所に居て、藩閥有力政治家の立場からさまざまな指示を、札

幌本庁に出していたことは、かねて問題にされていたのであった３２）。札幌「本庁」と東京

「出張所」の本来の立場が逆立ちしていた。開拓使の性格に係わり、北海道の急進的「開

拓」の根本の問題に係わっており、当時も、追究されていた。「只々卓上にて論究する而

已にして、実際の如何を討察せされは、還て如斯の弊害を生すへし」という内村鑑三の「明

治九年・乙九号」布達批判は、なおさら痛烈なのである。

『大日本水産会報告』第１号は、１８８２年３月に刊行される。開拓使は、この直前の２月

廃止され、三県に引き継がれた。三県の県令は、３名とも薩摩閥で黒田清隆の幕僚たちで

あった。『大日本水産会報告』創刊号は、三県発足当初に刊行されたのである。札幌県当

局者の誰にも、同県准判任官、内村鑑三の政策批判公開の事実が知られなかったとは考え

られない。

３．石狩川サケ漁視察と報告書

内村鑑三の上の「通信」「千歳川�魚減少の源因」①は、内村鑑三、北海道の官吏時代
二年目の春、１８８２年３月に公表された。ところで、内村は、その二年後、１８８４年になるの

だが、サケ漁について『大日本水産会報告』２６号に、もう一つの論説、「石狩川鮭魚減少

ノ源因」⑧を発表した３３）。同紙の「小集会演説」欄に掲載されている。これに先立つ『大

日本水産会報告』２３号の「第十九回小集会要録」によれば、農商務省水産課嘱託、内村鑑

三は、１８８４年１月２６日、東京麹町農務局広堂で開かれた月例小集会でこの「石狩川鮭魚減

少ノ源因」を講演していた３４）。それが、文章にされたのである。

『内村鑑三全集１』解題は、この「石狩川鮭魚減少ノ源因」について、次のように考証

している。「本文中『明治十四年ノ如キハ、未曾有ノ薄漁ニシテ……旧開拓使……余ニ命

シテ其原因ヲ探ラシメタリ』とあるのは、一八八一（明治一四）年一一月一〇日付内村鑑
ついしかり

三から宮部金吾宛書簡に記された、対雁から石狩川を下り、河口から石狩湾沿いに厚田
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までいたった、同年一〇月二六日から一二日間にわたる漁業調査に照応しているのではな

いかと思われる」と３５）。つまり、この内村論説は、三年前、１８８１年１１月の内村石狩川視察

と照応しているのではないか、と推定している。内村には、最初に述べたように、別に、

千歳川鮭漁についての、１８８２年１２月７日付の現地調査「復命書」（報告書）があった。

以上を総合すると、石狩川とその最良のサケ産卵場である千歳川サケ漁について、内村

は、３つの論稿を残した。すなわち次の３点である。

Ａ 「千歳川�魚減少の源因」『大日本水産会報告』第１号、１８８２年３月刊行
Ｂ 千歳川鮭漁についての、現地調査「復命書」、１８８２年１２月７日提出

Ｃ 「石狩川鮭魚減少ノ源因」『大日本水産会報告』第２６号、１８８４年５月刊行

ＡとＢの内容については、前に触れた。Ａは、約５００字と短文の「通信」で、開拓使の

さけ禁漁政策への痛烈な批判を述べていた。Ｂは、二部構成の別紙がついた約５，５００字の

本格的な論稿で、アイヌ民族のサケ漁漁場再開を提案する注目すべき報告書であった。そ

してＣ「石狩川鮭魚減少ノ源因」が、もっとも遅れて刊行されたのである。

石狩川は、蛇行の改修前、全長３６５キロ、日本第二位の長流（１位の信濃川は３６７キロ、

二キロの違い）であった。石狩川下流部と河口部は、左右の原野の傾斜が緩いために、か

つてはなはだしく顕著に蛇行していたのである。内村「石狩川鮭魚減少ノ源因」の冒頭部

分は、「源ヲ北海道中心ニ発シ、長流百有余里、屈曲、 流シテ日本海ニ入ルノ大河ナリ」

とはじまる。１８８１（明治１４）年の石狩川サケ漁の減少の原因を調査した注目すべき調査報

告書である。全文４，０００字余、千歳川サケ漁視察復命書とならぶもので、『大日本水産会報

告』の他の水産関係の論稿と比較しても、疑う余地なく出色の報告書である。

開拓使・札幌県官吏時代、内村の残した論稿では、従来、１８８２年の「札幌県鮑魚蕃殖取

調復命書并ニ潜水器使用規則見込上申」が注目され、顕微鏡観察で、アワビ肝臓の一部を

なす生殖器を見出し、自然の神秘に感動して涙したと宮部に報じた報告書が伝記で取りあ

げられている。それは、やや情緒に傾いた評価を生み出していることは否めない３６）。

一方、サケ漁、論稿Ａ、Ｂ、Ｃ、三編は、内村鑑三、官吏時代、水産、漁業関係の実業

的な論稿として、また『大日本水産会報告』に載せられた生物学的論稿として、そのなか

の白眉といえよう。ともに、北海道の現地視察から生まれた。内村鑑三は、彼が自負する

ように、北海道中央部、旧札幌県の地域の海岸や川、山野を、馬やアイヌ民族の小舟に乗

るなどして、精力的にまわった３７）。まず、三つの論稿は、内村のどの視察旅行から、どの

論稿が生まれたのか、それを確定する必要がある。

「石狩川鮭魚減少ノ源因」Ｃについて、たとえば、鈴木俊郎『内村鑑三伝』は、１８８２年

１１月の石狩調査、つまり札幌県官吏時代、最後の視察旅行「その時の調査にもとづくもの

であったろう」と述べている３８）。一方、『内村鑑三全集１』の解題は、先ほど見たように、

１８８１年１１月、内村、札幌県官吏時代の、最初の視察報告と推測しているのである３９）。
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現地視察との照応を確定しよう。内村鑑三は、一年３ヶ月、官吏としての札幌時代、６

回の視察旅行を行っていた。内村が記した文章との照応関係を、『内村鑑三全集３６ 書簡

一』に収められている内村の書簡から確定することができる。内村が自己の活動を、精粗

の差があるが、さまざまに報じたのは、宮部金吾宛英文書簡である４０）。また、１８８１年１１月

から１８８２年１１月に及ぶ時期、６回の視察旅行について、鈴木俊郎の伝記でも、主に宮部宛

書簡によってすぐれた詳しい考証がされている。それも参考にして、サケ漁調査に視点を

置いて次に整理しておこう。

第１回は、１８８１年１０月２６日から１２日間の、サケが減少してきた石狩川視察旅行である。

まず、対雁に２泊し、アイヌ民族の「カヌー」（Aino canoe 丸木船）で下流へくだり、

サケ漁が行われているあらゆる場所（every points where fishery is going on）を訪ねる。
ばんなぐろ

花畔（現在、札幌市東北、河口から１０キロ余上流）に２日間滞在。徒歩で石狩河口へ。

そこに４日間滞在。ふたたびアイヌ舟で河口部を上下し、著名なあらゆる漁師（many of

the eminent fishermen）を訪ねてサケ漁について可能な限りのことを学んだ。北の港町、

厚田（石狩川河口から北１５キロ）へ向かいつつ海岸のすべてのサケ漁場を詳細に（pretty

minutely）調査した、という４１）。この第一回視察は、石狩川の下流部（対雁）を出発、下

流へ向かい、河口部、そして日本海沿岸、北側の厚田湾を視察したのであった。

第２回は、同年１１月末の北海道東南部、日高海岸部サケ漁視察で、１８日間に及んだ。

日高郡浦河から幌別へ、幌別川（襟裳岬の手前）を遡ってサケ漁を視察。この時、札幌

から苫小牧まで、東京に帰る太田稲造、後の新渡戸稲造と同行する４２）。

第３回は、翌１８８２年１月末に、札幌の西北部、後志高島郡祝津村のタラ漁など視察であ

る。先に紹介したように、数十年タラ漁に従事してきた漁夫の証言を「北海道鱈漁業の景

況」にまとめ、６ヶ月半後の『大日本水産会報告』４号に公表した４３）。

第４回は、同年４月中旬、日高海岸方面で、ふたたび様似から幌泉へ約一ヶ月視察旅行

をした。帰途、５月５日、大暴風に遭遇し、内村鑑三は、病気（肺炎）になり、２３日間静

養した。水産博覧会に備えて、展示品の収集の視察旅行であった４４）。

第５回は、同年９月初めから始めた後志高島郡祝津村のアワビ漁視察調査であった。こ

れは、提出した報告書が、後に「札幌県鮑魚蕃殖取調復命書并ニ潜水器使用規則見込上申」

『檪林集』１号に掲載された。先述のように不明だったアワビ生殖器を顕微鏡で見出し、

感動を宮部金吾に報じたことで知られている。アワビは、養殖のために世界的に生物学的

観察が必要とされていた４５）。

第６回が、同年１１月の千歳川・石狩川サケ漁調査である。

近年、鈴木繁によって見出された内村鑑三千歳川サケ漁視察「復命書」によって、１８８２

年１１月１４日札幌を出発、１１月２１日帰札、８日間の視察旅行だったことが分かった。

千歳川を巡視して下り、石狩川との合流点、江別太まで視察した。１２月７日、Ｂの千歳

川サケ漁視察「復命書」を札幌県令へ提出していた。

以上から、石狩川・千歳川サケ漁についての内村論稿が、いつ作成されたのか、確定あ
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るいは推定できる。視察の年月順に見ておこう。

再度、第一回視察を見よう。１８８１年１０月２６日、１２日間の石狩川サケ漁調査であった。同

年１１月、内村鑑三が東京の宮部金吾宛に送った書簡に次のように記された４６）。

after 12days’ journey, richly stocked with valuable information. I have already finished

my report to the government

視察直後、当局に対する報告書（report）を済ませた（already finished）という。報告

書を記すことを終えたのか、提出を終えたのか。「finished」の意味が明らかでない。すく

なくとも、報告書を書き終えていたことは確かである。この報告書は、今、北海道立文書

館所蔵の開拓使文書に見出されていない。開拓使当局が受理したかどうかも不明である。

先ほど記したように、下流部の対雁から下って、河口から石狩湾沿いに北の厚田港までい

たった旅行であった。

一方、視察の三年後、１８８４年１月に、内村鑑三は、大日本水産会第１９回小集会で「石狩

川鮭魚減少ノ源因」を講演し、同年５月刊行の『大日本水産会報告』２６号「小集会演説」

欄に、同タイトルで講演記録の論稿「石狩川鮭魚減少ノ源因」が掲載された。論稿で、か

つて開拓使が、１８８１年（明治１４）年の未曾有の薄漁のために、内村鑑三に原因を探らせた、

その時の知見を述べると紹介している。

この論稿では、対雁より下流の豊平川合流点、さらに下流のペケレトウシカ、河口部の

来札の鮭漁場の実情、ついで厚田港へ行く途中の海岸ムエン岬のサケ漁場が記されてい

る。下流部と河口部、沿岸の湾、それらを詳しく調査した報告である。この第一回視察を

土台に、論稿「石狩川鮭魚減少ノ源因」が講演され、記されたことは、まちがいない。

論稿では、「明治１４年の未曾有の薄漁」にくり返し触れている。実は、翌１８８２（明治１５）

年の石狩サケ漁は、かつてない豊漁であった。論稿は、この「１５年の豊漁」に触れない。

後の検証のために記憶しておきたい４７）。

ところで、第６回の千歳川・石狩川サケ漁視察旅行は８日間で、これは、千歳川サケ漁

視察が中心であった。千歳湖（支笏湖）から千歳駅、長都沼、漁太、江別太（石狩川本流

との合流点、対雁より上流にある）まで、現地を詳しく視察している。これは、石狩川下

流対雁から河口部、そして海岸部を調査した論稿「石狩川鮭魚減少ノ源因」とは、地域が

まったく違う。したがって、紹介した鈴木俊郎『内村鑑三伝 米国留学まで』の、この論

稿を第６回視察の報告とする推測は、誤りである。全集解題（松沢弘陽執筆）の推測が正

しい。

以上、整理して確認すると、内村鑑三の第一回視察、１８８１年１０月２６日から１１月６日の石

狩川サケ漁調査で、内村は、「報告書」（report）を完成させていた。この報告書は、北海

道立文書館所蔵開拓使文書のなかに見出されていない（開拓使文書のすべてが残存してい

るわけではないのだが）。３年後、開拓使を辞職した翌年、内村は、１８８４年１月、東京の
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大日本水産会月例小集会で「石狩川鮭魚減少ノ源因」を講演したのである。論稿「石狩川

鮭魚減少ノ源因」には、１８８１（明治１４）年の薄漁がくり返し触れられているが、翌１８８２（明

治１５）年の石狩川サケ漁の大豊漁がまったく触れられていない。そのことは、１８８４（明治

１７）年、すでに北海道を去っていた内村は、かつて二年余り前、１８８１年薄漁の原因を探る

ために視察し、視察直後に完成させていた報告書を土台に、それにそれほど手を加えずに

講演したと推測される。内村が在札していれば、本来は、大薄漁翌年の大豊漁は、触れら

れたはずであろう。

次に、第２回の視察旅行、札幌、苫小牧、浦河、幌別までのサケ漁調査と、内村の文章

との関係を見よう。

１８８１年１１月末、内村は、１８日間、東南部日高サケ漁を視察する。この時、記されたのが、

Ａの「千歳川�魚減少の源因」『大日本水産会報告』１号、１８８２年３月刊行である。そも
そも論稿の発行日を見れば、この第２回の視察による以外の可能性はない。しかし、慎重

に検証を確定しよう。第一回石狩川視察は、下流から河口、北の港厚田への視察であり、

南の千歳とは、まるで方向が逆であって、この視察によるものではない。

第２回の視察は、札幌から苫小牧まで、東京へ帰る太田稲造（新渡戸）と同行した。新

渡戸は、この頃、極度の欝状態にあり、開拓使を辞して東京へ戻った。苫小牧で、内村は、

東の日高方面へ、新渡戸は西の室蘭へと分かれた。問題の千歳は、札幌から苫小牧の中間

点であり、千歳を通るのが通常である。

翌年１２月、内村は、新渡戸宛書簡に次のように記した４８）。

（ママ） （ママ）

（苫小牧の別れで）You go east, I go west ; you in illness, I in strength (by the

mercy of God) ; you wept and I also wept.

苫小牧で（慰めることもできない新渡戸と）涙ながらに分かれた、と。そして、次のよ

うに記す。

The night at Chitose was a hard night

「千歳の宿は、つらい夜だった」と。第２回視察旅行で、内村鑑三は、新渡戸稲造を伴っ

て、千歳村に宿泊、一泊（The night）した。千歳村を訪ね、宿泊していた。この新渡戸

と同行した千歳川視察――どの程度の視察であったか、不明――をもとにして、『大日本

水産会報告』１号、通信欄に、Ａ「千歳川�魚減少の源因」が記されたのである。それは、
１８８１（明治１４）年の未曾有の薄漁の状況の上に記された。

最後に、第６回、千歳川サケ漁視察である。１８８２年１１月１３日札幌発、１１月２１日帰札の９

日間の視察であり、この時、千歳川サケ漁視察復命書が記されたこと、前述の通り、まち

がいない事実である。
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まとめると、第１回石狩川サケ漁調査、１８８１年１０月からの１２日間に及ぶ調査で報告書（未

発見）が作成され、この報告書を土台に、あまり手を加えず、Ｃ「石狩川鮭魚減少ノ源因」

が３年後に講演され、掲載された。

ついで、第２回東南部サケ漁調査は、同年１１月末の１８日間の調査で、Ａ「千歳川�魚減
少の源因」が『大日本水産会報告』第１号に掲載された。

第６回千歳川サケ漁調査は、１８８２年１１月１３日から２１日、９日間調査で、Ｂ千歳川サケ漁

視察「復命書」が札幌県令宛に提出された。

ＣからＡ、そしてＢの順に文章、あるいは文章の土台が作成された。

４．石狩川サケの大乱獲

「石狩川鮭魚減少ノ源因」について、内村鑑三の報告書の論旨とその要点を見ておこ

う４９）。

石狩川サケ漁にあっては、約５０年前（１８３０年代、天保期に相当）には、川全域、至る所

サケで、捕獲は「実ニ容易」であった。現時も、毎年平均一百万尾、収額２０万円に及ぶ「本

邦ノ一大富河ナリ」とはじめられる。

ところが、１８８１（明治１４）年は、未曾有の薄漁であった。このままに過ぎるならば、つ

いにサケの「絶滅」を見る状況である。そこで、旧開拓使が大いに憂ひ、余（内村）に命

じてその原因を探らせた。今日（１８８４年１月２６日、大日本水産会小集会にて）演説するの

は、内村が３年程前「嘗テ探知シタル事項」である。

サケ減少の原因は、数項だとして、主な７項目を掲げる。項目名を内村が述べた題目ど

おりにあげると、①種川の無定、②漁場の増加、③漁具の改良、④モウライ、シツプ境、

ムエン岬の建網、⑤漁期の無制限、⑥河口漁場の設立、⑦幌内炭山の開採、である。

第一、種川の無定。今を去る２０年（１８６１・文久元年）前、旧幕臣は、足軽数十人を動員

して流域支流を巡視していた。マサチューセッツ州では、種川でサケ漁をしたものに高額

の罰金を科している。日本でも、種川を決めて昼夜、番人を置く必要がある。千歳川で孵

化するサケは、石狩川サケの「三分ノ一」を占める。殖民（和人移民）の増加で、漁業は、

繁劇を極め、種川もその他も無視して乱獲している。サケ減産は、来るべくしてきた、と

いう。

第二、漁場の増加。近世には、石狩川は、場所請負商人二家に属して、漁場の数、３１ヶ

所であった。明治に入ってから、「人民自由」に漁場を設けられることになって、漁場の

増加は驚くほかない。１８８１年、石狩川本流の営業する現漁場数は、６６ヶ所になる。河口の

来札（ライサツナイ）からペケレトシカニ（河川改修後、現在のペケレット沼、石狩川下

流にある）に至るまで、寸地を余さず、網が張られている。一場所に網二張りとして、サ

ケは、豊平川入口まで溯るためでも、１３０余の網をくぐり抜けなければならない（豊平川

の入口は、千歳川入口までの中間点に位置）。このような「酷捕」、乱獲が永続すれば、石
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狩川の「富源」は続かない。

第三、漁具の改良。これは略す。

第四は、「モウライ、シツプ境、ムエン岬の建網」というタイトルである。ムエン岬（現、

無煙）の建網は、近年にあらたに設けられたサケ漁場であって、昔は、「漁業厳禁」のと

ころであった。「土人」（アイヌ民族）の伝承では、モウライ湾（現、望来湾）は、サケの

「游息所」であるのだが、湾口に建網漁場が設けられているために、湾内にはいって游息

するサケは、日々減少し、したがって、石狩川のサケも減っている。湾内外の場所の漁獲

高の様子、また湾内の激減と一方で湾入口の増加などを考察してみると、アイヌ民族の説

は、間違っていない。

第五、漁期の無制限。サケ漁業期について、近世には、場所請負商人両家の支配してい

るときは、漁期は、毎年、８月上旬から１１月中旬までとされていた。その期限を過ぎれば、

どれほど漁獲があっても、すべての網を撤去する規則（「成規」）があった。漁期が例年に

遅れて、かつ非常な不漁の時は、両家から官の許可を得てサケ漁をしたことがある。それ

でも日延べ日数は、僅かに１０日間であった。サケは、容易に種川に登った。ところが、今

や漁期に制限はない。漁夫は、漁獲がある間は網を撤しない。石狩川下流部が氷結して初

めて漁をやめる。上流は、氷結が下流よりも遅いので、下流の氷結を待って一気にサケ漁

をしている。

第六、河口漁場の設立。来札、堀神（ホロカムイ）の両漁場は、昔時は、サケの遊息所

と定めた場所で、しかもただ漁業を禁じただけではなかった（ホロカムイは、現、真勲別

（マクンベツ）川入口、今、かつて本流として流路屈曲していた入口は土堤で閉じられて

いる）。遊息するサケを驚かす恐れがあるので、両岸に人家建築や樹木伐採を許さなかっ

た。

そもそも、最初、この二つの漁場の開設の時には、漁業者一同から苦情の申立があった

ので、東岸に開設したのである。西岸は、鮭魚の群集すること、もっとも多かったからで

ある。漁場持主が、西岸に移転することを願い出たので、「漁業者一同」は、連署して「歎

願書」を提出して移転を拒んだけれども、「如何ナル事情ノアリシヤ」漁業者一同へは、

何の指令もなく、ほどなく移転が許可された。住民は、今のような不漁を見るようになっ

たのは、まったく両漁場の新設によると信じている。聞くところによると、「二十年前」

（１８６２年、幕末）、来札で、「一張ノ網」で、サケ漁をするものが居たが、たちまち全河の

不漁をもたらしたことがあったという（サケの生態系は微妙だという意味）。住民の信じ

ているところは、理由のあることである。

かつまた、石狩河口の景況を見ると、海浜から一町（１０９ｍ）余り上流に、一つの「深

淵」があって、これはサケの「游息所」である。来札の漁場といえば、この深淵と河口の

間にあって、深さは六尋（１０ｍ余）にすぎない（この来札の浅い所でサケが一網打尽にさ

れることを指す）。かつて、一漁場の有無が、全河の漁不漁をもたらすことがあった。ま

さしくサケの性質上、河流を溯るにあたって、サケは、最初に河口に游息するものである
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ので、ここに漁場を設けたために、ただに「濫漁、酷捕ノ弊」があるだけではなくて、鮭

魚が河流に入ることができなくされている。

第七、幌内石炭山ノ開採。（岩内川サケ漁の終息と幌内炭鉱、開採の関係は略す）。石狩

川サケ魚減少の原因は、以上の７点が、要点である。この要点について、保護の方法を設

ければ、永く石狩川の「富源」を保つことができる。今のまま放置すれば、サケ魚は、絶

滅を見るのは遠いことではないであろう。

英国の有名なテームズ川のサケは衰頽した。米国コロンビア河のサケも、世界に有名だっ

たが、濫漁がはなはだしく、ついに絶滅した。

ある人は、人工孵化の法によって魚族の減少を防ぐことができるという。たしかにそう

である。そうではあるが、人工孵化をもって、石狩川の２万３千石余のサケを得ることは

できない。見よ。欧米諸国は、水産を保護するに、漁業律の厳制をもってしており、「人
（ママ）

工孵化ノ苟息法」をもちいてはいない。オーストリアのダニューブ河、ドイツのライン河、

ウィザルエルゴ河、フランスのセーヌ川、ローヌ河、皆、法律をもって「濫漁、酷捕」を

禁じている。四囲環海の日本の水産保護法が、欧米にはるかに及ばない。すみやかに「漁

業律」を制定し、再び北海に昔日のような大漁を見ることができることを。石狩川一流の

収穫で、年 ２々０余万円の多額である。その減少を座視できようか。

以上、内村「石狩川鮭魚減少ノ源因」の重要な論点が出されている。

一つは、１３０張もの大網が張られる河口部の、寸地も残さない、すさまじいまでの乱獲

の指摘であり、二つは、昔時（近世、幕末）のサケ保護への一定の「評価」である。

まず、乱獲の指摘である。内村鑑三の論旨は、よく整理されている。論稿の七つの各々

の「タイトル」通りの論旨であり、明快である。

第一に、「種川」が定められていない、石狩川の種川たるべき千歳川などで、サケ漁が

されている。第二に、「漁場」の激増、石狩川本流の、とくに河口部での激増。第三に、「漁

具」の改良、これは略した。越後で網の改良がされたことなどを指摘する。第四の、沿岸

湾口の、もとサケ漁厳禁であったサケ游息場に建網漁場が開設されたことをあげる。第五

に、漁期、１１月中旬で終わっていた漁期の無制限と化したことを指摘する。

以上、「種川」・「本流と河口部漁場」・「漁具」・「沿岸漁場」・「漁期」の順に乱獲の状況

を指摘して、第六の本流河口漁場の漁業をあげる。これは、第二と第四の「漁場」乱設の

くり返しであり、事柄をとくに強調する説明である。

本流河口部、サケ游息場は、建築・伐採も許されなかったところで、地元漁民の抗議を

無視した漁場開設がされた、と。このように、内村鑑三が、もっとも強調しているのは漁

場乱設問題である。下流部と河口部、沿岸部漁場での増設と新設は、項目の七回の内三回

に分けてくり返し記されている。

もう一つは、昔時のサケ保護を「評価」していることが注目される。足軽、実に数十人

が、下流部の支流を巡視したという。また、かつては漁期の厳制があった。

総括して、「漁業律」（漁業法）の制定が訴えられている。内村の漁業をめぐる将来の展
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望は、まだ鮮明ではないのだが。知られているように、日本で漁業法が制定されるのは、

ようやく１９０１年のことである５０）。維新後は、政府は、漁業の旧慣尊重を決定していたので

あった。

５．サケ游息所と漁業律

内村が報じた、「二種のサケ游息所」を注意して見よう。

一つは、沿岸の游息場である。ムエン岬（現、無煙岬）やモーライ湾（現、望来湾）が

あげられている。二つは、本流河口部の游息所である。来札（ライサツナイ）、堀神（ホ

ロカムイ）、そして河口から一町にある「深淵」がそれである。

産卵のために海から河・淡水へ入るサケの二つの游息所は、何であろうか。「土人伝へ

云フ」、「土人ノ説」と、第四項で、沿岸「昔時」の漁業厳禁の場所が、アイヌ民族の言い

伝え、伝承として記されているのである。

また、第六項で、河口部の游息所は、昔時、漁業を禁じ、人家建築も樹木伐採も許さな

かったという。ここに言い伝えを語った主語が記されていないが、２０年前のさらに前から

の言い伝えであり、第四項と同じように、石狩川アイヌ民族が言い伝えたのであろう。

ところで、二種のサケ游息場についてのアイヌ民族の言い伝えについて、サケ游息所な

るものの伝承は、生物学的調査によっても根拠付けることができるかどうか、あらためて

見よう。

内村鑑三は、その課題を十分に心にとめていたと思われる。この「石狩川鮭魚減少ノ源

因」を『大日本水産会報告』に掲載してから６年後、１８８９（明治２２）年、日本で初めて、

かの大日本水産会によって創設された水産伝習所（現、東京水産大学）において、内村鑑

三は教壇に立った。そのため、「水産動物学」講義ノートが、今の東京水産大学に残され

た。その講述ノートも、『内村鑑三全集１』の別編に復刻されている５１）。

「サケ及マス」の項目、「サケ属ノ性質」で、米国のベニマスなどもっぱら欧米の調査例

を挙げて、内村鑑三は説明している。次にその部分を掲げよう（番号Ⅰ・Ⅱは井上、読点

を補った）。

（Ⅰ）春季、四五月、解雪ノ頃、深海ヨリ淡水ニ向テ進入シ、其己ノ達セントスル河

流五十度ヨリ低キ時ハ、之ヲ河口ニ避ケテ水温ノ上ルヲ待ツ、已ニ水温五十度以上

ニ至ル時ハ、直ニ進行ヲ始ム 然レドモ其淡水ニ遡ルヤ一定ノ順序アリ

（ママ）

（Ⅱ）其深海ヨリ来ルヤ、最初ノ一周間ハ淡水ト鹹水トノ交ニ停在シ、其休憩ヲ終ル

ヤ、直ニ淡水ニ進行ス

Ⅰで、米国の河川の例によれば、春、４、５月、融雪のころ、サケは、深海から淡水に
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進入するとき、川流、華氏５０度（摂氏１０度）以上になるのを待つ、と。Ⅱで、さらに、サ

ケが淡水に遡るには、一定の順序がある。深海から河に来ると、最初の一週間（二週間と

も）５２）は、淡水と鹹水の交わるところに停在し、その休憩が終わって、淡水に入る、と。

Ⅰは、水温のための待機である。沿岸や湾にそれがある。Ⅱは、淡水に順応するための

待機である。河口部にある。

こうして二つの待機場、沿岸や湾、そして河口部や下流部に、待機の場として、サケ游

息所が確認されている。アメリカと日本、川によってサケの游息場のあり方は、異なって

いるようだが、石狩川の場合は、水温待機の場が、沿岸のムエン岬やモーライ湾である。

そして、淡水順応の場が、河口部の来札や堀神、河口から約１００ｍ奥の「深淵」である。

アイヌ民族たちは、来札や堀神において、人家建築、樹木伐採を許さなかった。とくに

その西岸においてそうであった。

この内村講述「水産動物学」は、鮭鱒の「減少」についても述べている。

原因第一 濫獲ノ減少ノ大原因タルコト解説ヲ要サヾルモ知ルベシ 而シテ濫獲ニ亦

二因アリ 第一ハ漁網数ノ増加ト、第二ハ漁季中、間断ナク漁獲ヲナスナリ

講述のこの部分は、論稿「石狩川鮭魚減少ノ源因」の「酷捕・濫漁」の指摘と重なりあっ

ている。千歳川について、産卵後のサケについて、「北海道千歳川ノ�モ亦土人（千歳ア
イヌ民族、井上注）ノ言ニ由レバ悉ク斃死スルト云ヘリ」、そして、石狩川について、「我

邦ニ於テモ四五十年前ニハ石狩川ノ上流、千歳、豊平、琴似ノ諸支流ニ於テハ其産卵季ニ

ハ荷馬ノ川ヲ渡ルヲ恐レタリト云ヘリ」と、サケの産卵期には、馬も河に入ることを恐れ

たと言うと、かつての視察を事例に引いている。内村鑑三は、この「水産動物学」を講述

しながら、やはり「石狩川鮭魚減少ノ源因」でアイヌ民族の「言い伝え」として採録し、

論稿で記述した二つの沿岸と湾、そして河口部と下流部のサケ游息所を、意識したに違い

ない。一つは、水温（摂氏１０度）への待機であり、一つは、淡水への順応なのであった。

アイヌ民族のサケ游息所についての二つの伝承は、生物学的にも裏付けられている。何百

年か、あるいはそれ以上、続いた民族の営みは、２０世紀文化人類学も着目した、先住民族

の「高度に発達した知」なのである。二種のサケ游息所は、サケ漁の「最良の漁場」であ

る。それだけにアイヌ民族は、そこを禁漁とし、サケの游息場として厳重にまもった。敬

虔な叡智である５３）。

この論説「石狩川鮭魚減少ノ源因」は、１８８１年１１月１０日付、宮部金吾宛書簡によれば、

第一回石狩川サケ漁視察の直後、書き終えた（「finished」）とされる当局宛「報告書」に

基づいている

内村の活動をさらに見よう。次の第２回視察旅行、前に見たように、１１月末、東南部海

岸サケ漁を１８日間、視察した。そして同年１２月１２日、内村鑑三は、開拓使において政策提

言をするのである。その提案が実は『内村鑑三１』編集者たちが札幌県簿冊群から発掘し
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て復刻した「北海道所蔵史料中の内村鑑三関係簿書」のなかに見出される。

北海道所蔵（現在、北海道立文書館所蔵開拓使文書）の簿書７９４２、「札幌県公文録 勧

業課」に綴じられていた内村の筆跡で残された、勧業課分掌原案である。全文は次のよう

である。（ ）内は、井上注記である５４）。

記

一 漁業律ヲ定ムルコト（項目１）

一 漁場ヲ允可シ及廃停スルコト（項目２）

一 毎歳各地漁況、収穫高等ヲ取調ヘルコト（項目３）

一 各漁場ノ漁期ヲ定ムルコト（項目４）

一 漁場ニ適スル各海岸河川ヲ支配スルコト（項目５）

一 漁具ノ改良（項目６）

一 蕃殖ノ法（項目７）

右之件々勧業係ニ 於テ取扱フベシ

十四年十二月十二日 内村鑑三（印）

１２月１２日は、内村鑑三が東南部サケ漁視察から札幌へ帰った直後にあたる。上の起案文

に、『内村鑑三全集１』の編集者は、「北海道開拓使民事課勧業係職務分掌案」という仮題

を付す。妥当な仮題であろう。内村は、７項目を勧業係で取り扱うと提議している。

この７項目は、照らし合わせると、論稿「石狩川鮭魚減少ノ源因」の論旨と、正確に照

応している。

項目（１）の「漁業律」は、論稿第七で指摘された。日本の昔時（近世、幕末期）の漁

業慣行と、欧米の漁業律の厳正を指摘し、北海道のサケ保護の法律「漁業律」の提言であ

る。これは、全体の総括的なものであろう。ついで項目（２）の漁場の「允可、廃停」と、

「廃停」が記されていることが注目される、漁場の新設や増設の弊害は、内村のもっとも

強調するところであった。論説の、河口漁場の濫設の指摘は、その漁場の削減、「廃停」

に直結する。項目（３）の漁況、収穫高取調は、断るまでもない。項目（４）の、漁期を定

めることは、論稿の第五、「漁期ノ無制限」と照応する。項目（５）の、海岸、河川を「支

配」することが述べられる。項目（６）は、漁具の改良で、項目（７）の「蕃殖ノ法」、論
（ママ）

稿では主に種川保護であった。人工孵化についても、内村は、「苟息法」と酷評したが、

入っているのは、当時の欧化の渦中にあった日本の水産界では、当然であろう。

内村提案は、具体的な政策としては、あるいは次のように実行されるものだったのであ

ろう。石狩川サケ漁に、「漁業律」を決める。まず河口部の６６ヶ所も濫設された漁場をか

なり「廃停」する。毎年の「漁況や収穫を調査」する。河口部の「漁期」を定めて制限す

る。こうして、勧業課が、石狩川を、「支配」（統治）する。また、種川を保護する。この

ように、整理して対照すれば、この「記」は、内村鑑三の第一回石狩川視察と第二回南東
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部サケ漁視察に基づいた政策原案であった。

そこで、問題であるのは、この「記」に対して、札幌県当局は、どう扱ったであろうか

という事柄である。

『内村鑑三全集１』解題は、この「記」について言う５５）。

原文には本巻採録の文章に対して同じ筆跡で若干の加除修正がなされており、さらに

これを別な字体で清書したものが同じ簿冊の中にあるが、内村鑑三自身が起案した原

型として加除修正以前の文を採った。（アンダーラインは、井上）

『内村鑑三全集１』採録の「記」文書には、加除修正がなされていた。全集は、内村の

「記」の修正前の部分を、内村の記した原型と尊重して、内村と「同じ筆跡で」なされた

加除修正を除いて復刻したのである。

掲げた写真１が、内村の筆跡で記された原案であり、開拓使の青い罫紙に記されている。

解題で指摘されているように、原文には朱筆の加除修正がある。そして写真２が、「別な

字体で清書したもの」である。写真１の前の頁に綴じられていた。

写真１と写真２の筆跡を比較すると、解題が「同じ筆跡で」若干の加除修正がされてい

ると述べているのは、間違いである。加除修正の朱筆は、内村のものではなく、あきらか

に写真２の清書の筆跡なのである。

内村の筆跡は、やや素朴な味わいのある字体である。加除修正朱字と清書文書の筆跡は、

実務者的な字体といえようか。この別の筆跡の人物が清書もしたのである。

次のような文書が清書された５６）。

一 漁業律ヲ定ムルコト

一 漁場ヲ允可シ及廃停スルコト

一 各漁場ノ漁期ヲ定ムルコト

一 漁場ニ適スル各海川湖沼ヲ支配スルコト

以上ノ四項中、地理、租税ニ関係スル部分ハ、該係ニモ回議スヘシ

一 漁具ノ改良

一 蕃殖ノ方法

一 毎歳各地漁況、収穫高等ヲ調査スルコト

以上ノ三項ハ、単ニ勧業係、之ヲ管理ス

加除修正は、准判任官とはいえ、新任の内村ではなかったのである。当局側上級官吏が、

加除修正し清書をしたはずである。清書は、日付が記されていない。前頁と前々頁に記さ

れたこの文書が、正文になったと見られる。

内村原案の項目（３）は、最後の（７）に入れ替えになった。清書された前半四つの項目
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写真１ 勧業課分掌案（内村自筆）

札幌県簿書７９４２、北海道立文書館所蔵

（次頁一行目に「十四年十二月十二日内村鑑三（印）」）

北海道大学大学文書館年報 第１２号（２０１７年３月）

―２０―



写真２ 勧業課分掌覚書

札幌県簿書７９４２、写真１前頁、北海道立文書館所蔵

（次頁一行目、「以上ノ三項ハ単ニ勧業係之ヲ管理ス」）
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は、勧業課、単独の分掌ではないとされた。端的に言えば、内村分掌案は、骨抜きになっ

た。「漁業律」と「漁場の允可・廃止」、「漁期」、「漁場支配」の四項目は、地理、租税係

との回議にまわすとされた。漁場の新設・増設は、当時、現物漁業税をとる税収の担当課

にまわされた。開拓使は、あまりに急激な開拓策のために財政困難に常にぶつかっていた。

漁場の允可・廃止に税収官の立場を容れれば、漁場の廃止は、かならず否決される。北海

道の漁業税は、当時、近世の二八役を引き継いで、一割ないし二割、しかも現物税で、「苛

税」と評されていたのである５７）。

「漁場廃止」などは、勧業課漁業担当が主導すべきという思想が在って当然であろう。

まして「漁業律」や「漁期」を主導するのは勧業課であろう。しかし、勧業係は、漁具の

改良や人工孵化、漁場調査という、いわば漁業の技術的問題の係の持場に退却したのであ

る。内村案の事実上の却下である。勧業課において、内村鑑三の漁業律（漁業法）制定と

大乱獲克服をめざす提案は、退けられた。

６．支流サケ禁漁の「歴史」

「酷捕・濫漁」、すさまじい乱獲は、当時、問題ととらえられていなかった。サケ漁業に

おいて、北海道の豊饒な資源は、これを十分に利用し享受する立場がつらぬかれていた。

河川漁業は、資源を十分に利用し享受すれば、ついで沿岸漁業へ発展し、これをまた利

用享受すれば、ついで沖合漁業、さらに北洋漁業へ転回、これが近代北海道の漁業史の展

開である。

河川漁業は、サケ・マスであり、沿岸漁業は、ニシンを中心とし、明治２０年代から３０年

代に発展した。さらに、沖合漁業に向かい、タラ・ニシン・カレイなどを対象にして大正

期に発展をする５８）。『新北海道史』などの漁業史の観点では、サケの壊滅的な乱獲や減少

は、人工孵化もこれを補うことはできなかった――人口孵化は自然孵化にまったく及ばな

かった――のだが、豊かな資源の十分な利用享受の結果として、それほど問題にされてい

ない。サケの壊滅的な減少は、やむをえない結末と見られている。

「石狩川鮭魚減少ノ源因」について、『内村鑑三全集１』の解題は、さらに文末に次のよ

うに、指摘する。

（ママ）

なお、『札幌県勧業課第一回年報』中の「鮭魚産卵地保護」の項（一三七―一四六頁）

の記述は、本報告と重複する部分が少なくない

解題は、内村の論稿が、『札幌県勧業課第一年報 明治十五年』と重複していると指摘

している。『内村鑑三全集１』解題の執筆者が、開拓使の漁業関係文献を実に丹念に照合

したことが分かる解題である。「石狩川鮭魚減少ノ源因」の解題担当者は、松沢弘陽であ

る５９）。なお、山田伸一は、たびたび参照した論文「千歳川のサケ漁規制とアイヌ民族」で、
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場所請負制下の千歳川上流産卵地でのサケ禁漁について、『札幌県勧業課第一年報』にも

記述があり、それが「内村復命書の要約」であると指摘している６０）。『札幌県勧業課第一
あわ び

年報』自身、漁業の「鮑魚」の調査を載せて、「試験場」を高島郡祝津村に設け、「御用係

内村鑑三」が１８８２年の事業を担当したとして、同年に得られた結果を掲載している。掲載

された調査結果は、内村鑑三の「復命書」（原本は未発見）をもとにしたものである６１）。

札幌県勧業課は、第一年報に、辞職した内村の業績をかなり取り入れていた。

『札幌県勧業課第一年報』の「鮭魚産卵地ノ保護」の記述を内村の論稿と対照してみよ

う６２）。第一年報は、石狩川の下流部の支川、豊平川、発寒川、琴似川の状況説明から記述

をはじめる。文章冒頭は、次のようである。

石狩川ハ本邦著名ノ大河ニシテ、沿川、多ク鮭魚ヲ産ス、其漁獲ノ多寡、歳々異同ア

リト雖トモ、大抵価額ヲ平均スレハ、一箇年、凡ソ二十余万円ニ内外ス、而シテ輓近

ニ至リ、漸ク産出ヲ減却スルノ勢アリ、蓋シ鮭魚ハ概ネ支川ニ産卵スルモノナレハ、

漁者ハ其溯流ヲ機トシ、恣ニ濫獲シ、毫モ蕃殖保護ノ点ニ注意セサルノ致ス所ナラン、

曩ニ開拓使ハ、支川鮭漁ノ制ヲ定メテ、専ラ蕃殖ノ方法ヲ実施セシヲ以テ、幸ニ甚タ

シキ減耗ニ至ラスト雖トモ、尚更ニ之レカ保護ヲ計画スルハ……（アンダーライン、

井上）

すこし

この冒頭部は、「著名ノ大河」、一ヶ年「凡ソ二十余万円」の価額、「濫獲シ、毫モ蕃殖

保護ノ点ニ」などの文言が、内村の「石狩川鮭魚減少ノ源因」の冒頭と、たしかに酷似し

ている。この時期の大乱獲に触れた報告書や文献は、少ないのであり、それも内村の論稿

「石狩川鮭魚減少ノ源因」の波及と見られる。内村の文章を参考にしたのであろう。解題
さき

の指摘の通りである。しかし、その次の「曩ニ開拓使ハ、支川鮭魚ノ制ヲ定メテ」以下の

論旨は、内村の論稿とよく対照しておく必要がある。『札幌県勧業課第一年報』は、次の

ような論旨である。

サケが減少してきた。石狩川の漁者は、ほしいままに乱獲し、すこしも繁殖・保護の点

に注意しない。さきに開拓使は、「支川鮭漁の制」を定めて、専ら繁殖の方法を実施した

ので、幸いに、はなはだしい「減耗」にいたっていないが、なおさらに保護を計画し……、

と述べられている。

この『札幌県勧業課第一年報』における勧業課の記述は、内村の論稿「石狩川鮭魚減少

ノ源因」と、論旨の足並みが揃っていたであろうか。

さきに開拓使は、「支川鮭漁の制」を定めてと、この第一年報の論旨が問題なのである。

「支川鮭漁の制」は、「明治九年・乙第九号」布達のアイヌ民族のテス網、夜漁の小規模

漁業の禁止であり、また二年後、「明治一一年・乙第三〇号」布達、支流サケ漁の禁止で

ある。先に説明したように、これは、乙第九号布達の翌月出された乙第一〇号布達、場所

持の廃止、すなわち河口部や沿岸部の広大な漁場の開放と合わせて読まなければならない
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のである。

１８７６年乙第一〇号布達は、場所持の不当な漁場独占、「人民移住の障害」を排除すると

いう文言が入れられていた。漁場持の排除、漁場の自由解放、これこそ、広大な漁場での

移住漁家たちのすさまじい大乱獲の開始、または急増であった。一方では、旧場所請負商

人の廃止は、極論すれば、アイヌ民族の解放のようにも受け取られかねない。だが、すで

にその一ヶ月前、開拓使布達によってアイヌ民族は、生存に重要なサケ漁、テス網や夜漁

を明確に禁止されていた。山田伸一も指摘するように、また内村鑑三もこの乙第九号を名

指しで批判したように乙第九号布達は、サケ保護策などの役割をすることはなかった。上

流部での、監視体制未整備やアイヌ民族の生存無視など、現実の施策のないままの禁漁令

は、移住和人の無秩序な乱獲を広げたのであった。

乙第一〇号布達、漁場持廃止によって自由に漁場を受け取った移住和人漁家の大乱獲で

あり――この漁業も漁業法を欠いた無秩序な漁場競合と薩閥官を含めた利権争い、開拓使

の苛税などで容易でない場合が多かった――、一方、従来の本来の漁業者アイヌ民族は、

あたかも、これに備えて周到にもサケ漁から排除されていたのである。乙第九号布達は、

これを施策の全体の状況から切り離して、「漁業の保護策」などと位置づけるのは途方も

なく事態を見誤ることになる。そこで、『札幌県勧業課第一年報』の叙述は、どうであろ

うか。

上に見たように、「支川鮭漁の制」（乙第九号布達など）を定めて、専ら繁殖の方法を実

施したので、幸いに、はなはだしい「減耗」にいたっていないがと、『札幌県勧業課第一

年報』は、叙述していた。これは、内村鑑三の「石狩川鮭魚減少ノ源因」の論旨とは、お

よそかけ離れている。内村は、種川の上流の産卵地保護の必要を述べたが、それを除いて

は、石狩川の下流部と河口部、沿岸部で展開しているすさまじい乱獲から決して目をそら

さなかった。アイヌ民族の「二種のサケ游息所」の伝承の意義も見きわめていた。そうし

て、大乱獲へ対処する政策立案をし、１８８１年１２月の「記」を記し、札幌県において却下さ

れていた。

実は、その後、乙第九号や乙第三〇号を乙第一〇号などと切りはなして取りあげて、「漁

業の保護策」を当局がとったかのような記述をするのは、現在にもいたる所でくり返され
（ママ）

ている。内村鑑三が、「人工孵化ノ苟息法」と批評した人工孵化事業への、事実以上の過

大な評価の記述も、また続いている――今となっては、人工孵化は必要であるが――。そ

の一例は他でもない北海道編『新北海道史 第三巻通説二』の「漁業の保護策」の記述で

ある６３）。

漁業資源の保護策は、鮭に関するものがもっとも強い。……七年には豊平川および

その支流に引網・ウライ（簗）などの使用を制限し、札幌郡下の発寒・琴似・篠路の

諸川の鮭網漁業を禁止し、九年以後西別川では一漁場網一統に制限し、その後もしば

しば鮭・鱒に対して本庁および各支庁とも乱獲防止に努めた。
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西別川を除いて支流の禁漁令である。こうして、北海道内各地での孵化事業の試みを、

努力の一例として掲げる。１８８２年の『札幌県勧業課第一年報』から、鮭漁業史の見方があ

まり進んでいない。開拓使期の漁業の記述であるが、乙第九号や乙第三〇号布達に触れる

こともない。きわめて豊饒であった豊平川や発寒・琴似らの石狩川下流部支流のサケ漁が

その後、２０年と経たずにいかなる歴史をたどったか、その展望も踏まえられていない。

内村の指摘は、正しかった。１８８８年、千歳孵化場が建設された。しかし、この前後の石

狩のサケ漁の推移は、歴然たるものであった。１８８２年からの石狩の漁獲高を見よう６４）。

１８８２年 ２６，７２６石、１８８３年 ２０，０５８石、１８８４年 １１，８０１石、１８８５年 １０，２０２石、

１８８６年 １７，０４４石、１８８７年 ２９，２４９石、１８８８年 １６，２７２石、１８８９年 １３，１７４石、

１８９０年 １０，１８６石、１８９１年 １０，２９４石、１８９２年 １１，８８８石、１８９３年 ２，７５８石、

１８９４年 ３，３４２石、１８９５年 ４，２３０石、１８９６年 ４，９５９石、１８９７年 ６，１５６石、

１８９８年 １，１６６石

千歳孵化場は、１８９２年より下流へ移転した。その翌年１８９３（明治２６）年から、石狩川の

鮭は、壊滅的な減少期に入る。前に見た１８８１年の薄漁など問題にならない壊滅であった。

内村鑑三の警告は、１８８１年冬の石狩川視察から、わずか１２年後に的中した。道内他の河川

でも同時か少し遅れてサケは壊滅的に減少した。

まとめにかえて

先に、内村のサケ漁業視察の文章、あるいは文章の土台がＣ・Ａ・Ｂの順に作成された

ことを確かめた。「石狩川鮭魚減少ノ源因」、ついで「千歳川�魚減少の源因」の順に作成
されたのであった。「千歳川�魚減少の源因」が痛烈な開拓使批判だったことは、すでに
指摘した。

「千歳川�魚減少の源因」を、１８８２年３月に『大日本水産会報告』創刊一号に掲載した
後、６月、内村鑑三が太田稲造に宛てた手紙では、札幌県当局について、次のように述べ

る６５）。

My present official position is loathsome, oppressive, unsatisfactory and corruptive. I

have almost nothing to do at present. Our head officers do not know the utility of sci-

ence. Thy consider those men useful who can use their tongues and pens skillfully.

We the Christian officers in Sapporo-Ken are great stumbling-blocks to the oppressive

and arbitrary administration of 県. Men with pure conscience, high aspiration after

truth and honesty, cannot endure such.（アンダーラインは原文）
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内村鑑三は言う。札幌県勧業課の地位は、いとわしい、重苦しい、不満足で腐敗してる、

という。上級官吏たちは、科学の効用を知らない。舌とペンを巧みに使うものを重用する。

我々、札幌県のクリスチャンの官吏は、横暴で我が侭な統治の、大いなる邪魔者である。

純粋な良心、真実と正直を求める高い向上心を持つ人間は、こういうことに耐えられない。

内村勧業課分掌案の「骨抜き」などが、内村の憤懣の背景に在ると思われる。「cannot」

にアンダーラインを付けている所は意味深い。

その後も、内村は、１８８２年１２月に、千歳川サケ漁場、アイヌ民族と和人の協同組合によ

る再開を提案する。千歳川サケ漁視察「復命書」に記した。「明治九年・乙九号」布達を

事実上、否定するものであった。内村案について、札幌県のなかで実現をめざす意見もあっ

たのだが、当局によって却下される。

札幌を去った内村は、なお、２年後、１８８４年５月２４日付で、「石狩川鮭魚減少ノ源因」

を、『大日本水産会報告』２６号に掲載した。石狩川サケのすさまじい乱獲を視察し、記録

して、サケの「絶滅」を予言した報告書を土台にして講演した。札幌県当局の漁業政策に

対する異議申し立てをつづけていたのである。

内村鑑三の論稿「石狩川鮭魚減少ノ源因」は、石狩川でのすさまじいサケ乱獲の現場を

報じたものとして貴重な記録であった。北海道の豊富な資源であるサケについて、内村鑑

三は、「一百万尾」が遡ると記し、この石狩川サケを維持する政策を提言した。これまで、

歴史学で、サケ漁などのすさまじい乱獲が正面から検証されていない。乱開発の状況も、

実証的に検証されていない。

この点で、現代のアイヌ民族自身が、乱開発の歴史をどうとらえていたか。１９８４年、当

時、北海道ウタリ協会総会が可決した「アイヌ民族に関する法律（案）」前文の一節を紹

介したい。

明治維新後、おこったこととして記されている６６）。

土地も森も海もうばわれ、鹿をとれば密猟、鮭をとれば密漁、薪をとれば盗伐とされ、

一方和人移民が洪水のように流れ込み、すさまじい乱開発が始まり、アイヌ民族はま

さに生存そのものを脅かされるにいたった。

「すさまじい乱開発」と記されている。アイヌ民族は、アイヌモシリという大地を蹂躙

され、この大きな激動によって生存を脅かされた。アイヌ民族の民族差別政策ともう一つ、

この観点を入れることが必要であろう６７）。内村鑑三の論稿「石狩川鮭魚減少ノ源因」の大

乱獲の報告書を、そのように位置づけたい。

内村鑑三の活動、また、石狩川サケ漁について、なお検証すべき問題は、数多い。後日

を期したい。内村の有名な非戦論は、他民族の領土に対する侵略を認めないこと、他民族

の尊重に尽きるが、この北海道のサケという自然資源の乱開発に対する批判は、大地と他

民族の尊重という意味において、内村の遠い過去、青年期から、地下の太い糸で、非戦論
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へとつながっているはずだと思う。

［注］

１）１８８２年１２月７日付、御用係内村鑑三より札幌県令調所広丈宛「復命書」、「千歳川鮭監守ニ関スル件」、

簿書「札幌県治類典 水産 第一 明治十七年自一月至三月」札幌県勧業課所収（閲覧整理番号・簿

書８７３８、３件目）。

２）「鮭漁テス網禁止ノ旨布達並ニ告諭ノ件」、「開拓使公文録 勧業・文書・会計・地方 明治七・八

年」開拓使札幌本庁所収（整理番号・簿書６１１１、２５件目）。「鮭漁中、テス網ヲ以、川流ヲ張切候儀ハ、

上流漁業ノ妨タルハ勿論、魚苗減耗ノ大害ニ有之、既ニ一般差止置候処、根室支庁管下ハ未タ更正無

之趣ニ付、自今テス網切張並夜中ノ鮭漁ハ一切禁止候条、此旨布達候事」（全文）。

３） 田端宏「明治初期の漁業制度について―漁場持制の考察―」『新しい道史』通巻４１、１９７０などに開

拓使、乙第一〇号布達、漁場持廃止の政策意図、「漁場資源の活用」が解説されている。

４） テス網と夜漁禁止の開拓使乙第九号は、１８７６年８月２８日、漁場持一切廃止の開拓使乙第一〇号は、

同年９月２１日で、あいついで出された。しかし、従来、この二つの布達は、別個に検討されている。

５） 開拓使「明治一一年・乙第三〇号」布達、「鮭鱒河漁ノ儀ハ、自今、曳網ノ外都テ差止候、最、曳

網タリトモ、夜中及支川ニ於テハ一切相成ラス」（全文）。『開拓使事業報告附録布令類聚』上、大蔵省、

１８８５（北海道出版企画センター、１９８２（復刻版））８５０頁。

６）『札幌県勧業課第一年報』「漁業」の「鮭」引網の説明。１２３～１２４頁。

７） 伊藤繁『ほっかいどう漁業史再発見』私家版２００３の「内村鑑三の水産調査」１６０～１７４頁、この内村

鑑三の復命書は、『内村鑑三全集１』岩波書店、１９８１に未収録であった。

８） 山田伸一『近代北海道とアイヌ民族―狩猟規制と土地問題―』第４章、北海道大学出版会２０１１、初

出「千歳川のサケ漁規制とアイヌ民族」『北海道開拓記念館研究紀要』３２号、２００４。

９）１８８２年、千歳郡の総戸数は、本籍８４戸、寄留３１戸、合計１１５戸、その内、アイヌ民族戸数は７５戸。『新

千歳市史 通史編 上巻』２０１０、５５８頁表３－７「千歳郡のアイヌ戸口」、５９２頁表３－１６「千歳郡人口

（明治１５～１６）」。

１０） 榎森進「明治開拓期根室地方漁業構造の史的展開」（『北海道経済史研究』１９号、１９６０）の和人漁夫

の分析は、今も、参考になる論文である。

１１）「自明治六年至同二十一年鮭産額表」（『千歳鮭鱒尋常孵化場事業報告』北海道庁水産課、１９００）な

ど。

１２） 判任官は、高官である。参考のために、一橋大学の前身（商法講習所）卒業者の初任給は、１８８１年

８円、１８８３年１０円である、『岩波 日本史辞典』１９９９、「給与と所得の変遷表」１７６５頁。内村鑑三らは、

この約三倍を受け取る。内村は、札幌独立教会のために毎月多額の寄付をして、貧窮であったが、実

は、内村自身が述べているように、高給であったから寄付できたのでもある。ちなみに、千歳サケ漁

視察に同行した勧業課嘱託、十河定道は、嘱託であり、月俸の上限、１０円の身分であった。内村の構

想に賛同した重松卓爾七等属は、月俸２５円、『新北海道史 第三巻通説二』１９７１、「開拓使の職制」表、

２１４頁。内村の札幌県での位置を見るために記す。

１３） 多数の伝記が刊行されている。「札幌時代」については、鈴木俊郎『内村鑑三伝 米国留学まで』

岩波書店、１９８６がもっとも参考になる。

１４） 内村鑑三『余は如何にして基督教徒となりし乎』岩波文庫、１９３８、１９５８改版、７１～９２頁。

１５） 鈴木俊郎、前掲書、３２７～３２９頁など。

１６）『内村鑑三全集１』岩波書店、１９８１所収。

１７）『大日本水産会報告』１号、１８８２、「本会記事、本会創立ノ顛末」１～４３頁など。「大日本水産会会
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則」は、９～１７頁。

１８） 帝国水産会については、『国史大事典９』吉川弘文館、１９８８、「帝国水産会」８５４～８５５頁が参考になっ

た。なお、『大日本水産会報告』は、その後、『水産界』と名称をあらためて今日に至っているという。

１９） 前出『内村鑑三全集１』１０～１４頁。

２０） 本文の最初の方に「今余の報ずる所は数十年間該業に従事せる漁夫の言にして……故に一も自説を

加ふる事なく随聴筆記して以て報道す」同前１０頁。

２１） 冬の北海道の海に、小船で漁に生命をかける漁夫は、中小漁民である。内村は、深い感銘を受けた。

有島武郎が、名作「生まれ出るものの悩み」で、岩内のスケソウタラ漁のために、冬の荒天とたたか

う漁師の苛酷さを見事に描写したことを思いおこす。

２２） 前出『大日本水産会報告』１号、８３～８５頁。

２３） 前出『大日本水産会報告』２号、３～１４頁。

２４） 前出『大日本水産会報告』２号、１５～１８頁。

２５） 前出『大日本水産会報告』８号、７～９頁。

２６） 同全集、９頁、原文は、『大日本水産会報告』１号、８３～８５頁。

２７）『内村鑑三全集１』の復刻は正確である。しかしこの論説では鰔魚の漢字「鰔」が、「 」になって
しまっている。また、巻末に頁番号なしで付けられた「正誤表」が用いられていない。

２８） この「老夫の言」は、千歳村の人物。後に掲げる内村鑑三、水産伝習所の講述ノート「水産動物学」

に千歳村で「土人の言」アイヌ民族からサケ漁を聞き取ったことが記されている。この「老夫」も、

千歳アイヌ民族の可能性があり、後考が必要である。視察報告によれば、内村たちは、視察の際、千

歳でも石狩でもアイヌ民族の丸木船に乗ったのである。

２９） 永井秀夫『日本の近代化と北海道』北海道大学出版会、２００７、「北海道の開拓政策と移住」７０頁。

永井は、実証的な手堅い研究者であったが、道庁初期の北海道の藩閥政府について、薩閥を中心とす

る「情実と利権の巣窟」という一面を一貫して指摘していた。

３０） 前出『大日本水産会報告』１号、１０３～１０８頁。

３１） 前掲書１６３～１７０頁、明治九年・乙第九号には、黒田清隆長官の「告諭書」が添えられたのである。

３２） 黒田清隆長官の不在については、北海道『新北海道史 第三巻通説二』は、第５章「十年計画の総

括と官有物払下事件」第２節「開拓使論」で、「長官不在問題」として「開拓使の存置の間中くり返さ

れてい」たと説明されている（６８０頁）。有名な判官松本十郎は、長官以下幹部が在京していることに

黙止しがたく、「意見書」（１８７０年９月）を出していた（６８６～６８９頁）。北海道史編纂にも関わった永井

秀夫は、開拓使時代を検証して、「北海道においては、その歴史的条件の相違によって、同じ機構改革

が特異な様相を呈することも否定できない事実である。すでにふれた薩閥の索制というあらわれ方が

それである。第一に、北海道の内部には専制を批判し索制すべき在野勢力は微弱である。第二に、黒

田の専権に長らく委ねられていたために中央から相対的に独立し薩閥の城砦たるかの如き様相を呈し

た。いわば藩閥政府の悪しき側面を一身に露呈したかの感があったのであって」と、開拓使・三県時

代の問題点を指摘した。永井秀夫『日本の近代化と北海道』６９頁。

３３）『大日本水産会報告』２６号、１８８４年５月、１０～２０頁。『内村鑑三全集１』６７～７３頁に復刻。

３４）『大日本水産会報告』２３号、１８８４年１月、１頁。５名が講演、２番目に登壇、聴衆３５人であった。

３５）『内村鑑三全集１』解題４９５頁。

３６）『内村鑑三全集１』３９５～４０１頁。

３７） 例えば、１８８２年１１月２３日付、宮部金吾宛書簡の一節に、旅行についての自負が次のように記されて

いる。sometimes, as when playing upon the placid water of the Volcano Bay（噴火湾）, uplifting my eyes

upon the snowy peak of Shiri-Beshi-Dake（後志羊蹄嶽）; on the ruggy rocks of Takashima（高島）, peep-

ing into crevices to notice the movements of tiny marine creatures ; on the summit of Inao-Toge（稲穂
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峠）to take a bird-eye view of the autumnal scene of the Yoichi Valley（余市渓谷），―my limbs were

strengthened, my intellect broadened, my spirit purified, and my soul invigorated.

３８） 鈴木俊郎『内村鑑三伝 米国留学まで』１９８６、２２１～２２２頁「「石狩川鮭魚減少ノ源因」と題する…

…報告は、その時（「此年最後ノ旅行」井上注）の調査にもつづくものであったろうと考えられる」。

３９） 注３５、この解題執筆は、松沢弘陽。

４０） 宮部金吾は、植物学者、札幌農学校教授、この頃、東京帝国大学に居た。内村鑑三の札幌農学校時

代の友人。ともに洗礼を受け、洗礼名、フランシスだった（内村はヨナタン）。『内村鑑三全集１』に、

宮部金吾宛、書簡がもっとも多く収録される。

４１） 宮部金吾宛、書簡、１８８１年１１月１０日付、１３頁。

４２） 宮部宛、書簡、１８８１年１２月１５日付、１５～１９頁。

４３） 『大日本水産会報告』４号、１８８２年６月、２２～３０頁。

４４） 宮部宛、書簡、１８８２年６月１５日付、４１～４４頁。

４５） 宮部宛、書簡、１８８２年１１月２３日付、４４～４７頁。

４６） 注４１。

４７）「自明治六年至同二十一年鮭産額表」石狩の産額、１８７３・１９，４９１石、１８７４・２，１５４石、１８７５・１８，０９９

石、１８７６・１６，８２２石、１８７７・１５，８９６石、１８７８・１７，４８６石、１８７９・２５，９７０石、１８８０・２２，０８５石、１８８１・

１６，２９１石、１８８２・２６，７２６石（北海道庁水産課『千歳鮭鱒人口孵化場事業報告』１９００、５１～５２頁）。

４８） 太田稲造宛、書簡、１８８１年１２月、２０～２３頁、引用部分、eastと westが反対。室蘭は苫小牧の西方

である。

４９） 注２８。

５０） そのため北海道でも漁場の占有をめぐって紛糾が絶えず、しばしば大規模な漁場紛争が起きてい

た。漁業法と北海道の動向については、『新北海道史 第四巻通説三』５０４～５１０頁。

５１） 前掲『内村鑑三全集１』４２１～４７８頁。「サケ及マス」、４４４～４４８頁。

５２）「サケ及マス」の４４６頁には、「其 Grilseトナリテ淡水に溯ラントスルヤ、先ヅ河口近キ鹹水中ニ久

シク游泳ス、又其淡水ニ入ルモ河口ノ鹹水ノ少シク交ル処ニ凡ソ二周間停在ス」。

５３） ちなみに、来札は、現在、人家が散在する。樹木は皆無か、あるいはほとんどない。堀神は、旧石

狩川・マクンベツ川を訪ねると、両岸とも、川岸に沿って美しい広葉樹の樹林が、ほとんど切れ目な

く続いている。内村鑑三の聞き取った「アイヌ民族が保護した樹林（魚付林）」の存続したものと観察

される。なお、検証が必要である。捷水路（改修された現在の石狩川）には、樹林は見られない。わ

ずかな広葉樹林の集まりが両岸にある。西隣は、広いゴルフ場である。

５４） 北海道立文書館所蔵、『札幌県公文録 勧業課』（簿書７９４２、５３件目）。

５５）『内村鑑三全集１』５１８～５１９頁。

５６） 内村鑑三の「記」の前頁と前々頁。

５７）『新北海道史 第三巻通説二』「海産税」など、２３３～２３４頁。

５８） たとえば、『新北海道史 第三巻通説二』『新北海道史 第四巻通説三』の漁業史部分。前者の「漁

業生産の進展」５３４～５３６頁、「漁業の不振と貿易問題」８３４～８３９頁。後者の「漁業の変遷」「漁業生産

の発展」５１１～５４０頁、「漁業の転換」「漁業構造の推移」９８７～１００３頁。

５９）『内村鑑三全集１』５３９頁に解題の分担が記されている。なお、北海道所蔵簿書について、「捜索か

ら整理」にいたるまで、北海道行政資料課（当時）の鈴江英一・佐藤京子が尽力したと記されている、

５１８頁。

６０） 山田伸一『近代北海道とアイヌ民族』１８０頁。

６１） 内村の上申した原本は未発見であるが、後年、内村が彼の文集『檪林集 第壱輯』１９０９に再録した

ものが、『内村鑑三全集１』１５～２４頁に収録されている。『札幌県勧業課第一年報』１３２頁と１３３頁の間
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に収録された全頁大の鮑観察図は、彩色された見応えのあるものである。

６２）『札幌県勧業課第一年報』「漁業」の「鮭魚産卵地ノ保護」１３７～１４６頁。

６３）『新北海道史 第三巻通説二』の「漁業の保護策」の項、５３２～５３４頁。

６４） 北海道庁水産課『千歳鮭鱒人口孵化場事業報告』の「自明治六年至同二十一年鮭産額表」石狩の産

額、１８８２年以前は、注４６。

６５） 宮部宛、書簡、１８８２年６月１５日付、『内村鑑三全集３６』４１～４４頁。引用文の「cannot」部分、全集

はイタリックにするが、原本は、内村が常用するアンダーライン。書簡の原本は、北海道大学大学文

書館所蔵。

６６）「アイヌ民族に関する法律（案）」、１９８４年５月２７日、社団法人北海道ウタリ協会総会で可決。

６７） 乱開発をアイヌ民族がどう見ているのか。たとえば貝澤正『アイヌ わが人生』岩波書店１９９３の「北

海道収用委員会における貝澤正の申立」に、「僅か一二〇年の間によくも北海道をこんなに荒らしたも

のだと驚くのは私だけじゃないと思います。魚を捕り尽くし、木を伐り尽くし、地下資源を掘り尽く

し、必要がなくなったといって鉄道を廃止したり、そのうえ、人口が少ないからと北海道を核のゴミ

捨て場にしようとして……」１８１頁。貝澤耕一の「あとがき」、「約五〇〇年の間、日本は北海道の資源

を食い尽くした。ニシン、シシャモ、サケ、マス、シカ、クマ等々の動物も失われつつある。そして

ついには森林までをも。大自然の北海道といわれているが、北海道に大木はない。大木の生い茂る大

森林などない。……弱々しい木々が立っているだけだ。これだけ森・川・平野を破壊して、災害が起

きないはずはない」３３４頁。

（いのうえ かつお／北海道大学大学文書館研究員・北海道大学名誉教授）
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