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1. は じめに

1869年（明治2）年7月，北海道開拓政策を担当する機関として設置された開拓使は，ホーレ

ス ・ケブロン（HoraceCapron）を中心とする多くのお雇い外国人を雇用して，欧米の科学技術

の導入をはかり，積極的に開拓事業を推進した。

開拓使は， 「衣食の自給を図る こと」，「北海道の物産を増やし，これを輸出すること」の二

大要綱が急務であることを布達した。これらの事業を実現するため，北海道に立地できる工業

の展開や試験を目的として，各種重要産業の官営工場を設立した。

開拓使時代の北海道の中心的産業は水産業で，水産部門の基礎事業は漁業制度の改革 ・漁業

養増殖 ・水産加工等の導入をはかることにあった。開拓使は，そのような水産事業施策推進の

一環として，肝油工業の振興策をとりあげた。肝油の輸入防遁と輸出振興に向けて，民営肝油

企業の保護 ・育成と官営肝油製造所を設立して肝油工業の試験研究事業を推進した。

本研究では，本州、lにおける初期の肝油工業の展開過程を概観したうえで，開拓使による北海

道の肝油工業の展開過程を，とくに民営および官営の肝油製造所について調査した結果をふま

えて，考察した。

* 1994年6月23日受理，1995年3月19日改稿受理。肝油工業 ・タラ肝油 ・開拓使 ・官営茅部鱈肝油製
造所。 1993年7月〈第9回〉日本産業技術史学会で発表した内容に加筆した。

料 大阪教育大学
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2.本州における初期の肝油製造概況

開拓使の肝油工業を考察し理解するためには，その前史ともいうべき，開拓使の肝油工業導

入以前のわが国の肝油製造の状況を把握しなければならなし、。とくに肝油工業の技術導入が，

お雇い外国人技術者によってなされたかどう かを明らかにするためにも重要である。

1）初期の肝油製造

わが国における肝油製造は1859c安政6）年，福岡藩の殖産興業の一環と して藩主 ・黒団長

簿によって始められ，その状況については前報で明らかにした。

さらに明治初期の本州における肝油製造の記録は，当課，静謝，神奈；Ir，北陸地主の事例に

みられるように，スポット的であって大きい発展はみられなかった。このことは，あとの北海

道肝油工業で考察されるように，当時の本州にあっては肝油製造技術（低温による蝋抜行程〉，原

料（タラ肝臓〉確保および原料の鮮度保持に制約があったものとみられる。

2）洋薬（輸入薬〉に代わる国産和漢薬と しての肝油の調査

明治政府は不良医薬品取り締まりの一環として，医薬品の公定基準書の『日本薬局方』を設

定するため， 1869（明治2）年長崎医学校の教師として来日したゲーノレツ（A.J.C. Geerts）を，

1875 c明治的年『日本薬局方」草案作成編纂委員に内命した。草案は1877（明治10）年12月に蘭

文案 （草案は国立衛生試験所に所蔵〉として完成し，そのなかで洋薬に代わる国産和漢薬〈代替

品〉として肝油の調査も行われた。

当時わが国の肝油として，海路魚（アカエイ TrygonAkajei: Trygon Z1伊 i:Raja Kenojei）肝油

（アカエイノカンユ OleumJecoris Rajae）と鮫（Squalispecies diversne）肝油（サメノカソユ Oleum 

Jecoris Squli）の 2魚種4品種の肝油の存在を報告している。この ことは，本州で製造された肝

油は，幕末の福岡藩の肝油を含め，明治初期までアカエイ肝油およびサメ肝油がすでに各地で

生産されていたことを裏付けるものである。しかしタラ（Gadusmacrocephalus Tilesius）肝油

(Oleum Jecoris Gadis）の記録はみられない。

3）「明治7年府県物産表』による肝油生産量調査

明治初期のわが国の産業状況を調査した勧業寮編成 『明治7年府県物産業』のなかに，水産

物集録品目として肝油の生産状況が記録されている。この調査書は，本州における全国レベノレ

の生産状況を公的に調査した最初のものである。調査もれがあったり「収税」を恐れて実際よ

(1）小野忠義『文明と技術』』，7巻， 2号， 1992年，1～23頁。
(2) 青森市史編纂室編『青森市史』，第五巻，産業編（下〉，昭和33年， 208～209頁。
(3) 『明治前期産業発達史資料』，明治文献資料刊行会，昭和37年，第7集(1),144頁。

「明治10年内国勧業博覧会出品解説」。
(4) 前掲（3），第7集c1 ). 143頁。
(5) 前掲（3），第7集c1 ). 141頁。
(6) 岡村淳筆記『岡村水産株式会社沿革史』，く年度の記載がない〉（ワカサ株式会社所蔵〉。
(7) 清水藤太郎『日本薬報』， 10号，1～3頁， 1939年。
(8) 前掲（3 ），第1集（ 1），明治8年，304～305頁。勧業寮編成 「明治7年府県物産表」。
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り過小な報告があったりと正確を

期しがたいとされているが，肝油

の生産地域や生産量を知る手がか

りとなる貴重な資料である。

静岡県は，肝油128貫（480kg)

46円，鮫池13石（2,176kg) 133円，

神奈川は僅少であるが，初期段階

で生産されていたことがわかる。

4）本州におけるタラ肝油の製造

(1）岡村水産株式会社の肝油製造の

創業

岡村茂平は1880c明治13）年，

北海道岩内郡岩内町（現在も同じ〉

で肝油製造を創業した。それより

以前（明治11年ごろ〉北陸地方のタ

ラ産地において，数回肝抗i1の製造

試験を行っている（場所は不明〉。

(2）青森県営によるタラ肝油製造の
自由a~

試み

肝油の産業技術史的研究（2)（小野）

表一 l 鱈魚肝油製造費概算

［製造費：鱈肝油1石あたり（162kg）概算］

鱈肝臓 231貫（886 kg) ー金 13円98銭

炭 7俵代 ー金 3円50銭
嶋
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金
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4円

14円

35円48銭

［鰭肝j由売jJJ1j概算］

肝i由l石 (165kg）価格 ー金 50円

［純益］ ー金 14円52銭

出」11!・土屋喬雄編 r現代日本工業史資料』，第一巻，労働文化

相，1942年，149～150頁。

表－2 肝油製造地域の気温（10年間の平均気温）

地域 12月 l月 2月 3月 備 考

小樽 1.0 -4.3 -3.3 -0.9 小待測候所（1951～1960年）

函館 0.3 -4.0 -2.7 1.2 函館海洋気象台（1877～1896年）

芽部 0.1 -2.7 -2.7 2.7 南芽部測候所（1967～1977年）

岩内 1.0 -3.3 -3.3 0.0 岩内観測所（1967-1976年）

青森 0.9 -2.2 -1.6 1.3 青森気象 台（1951～1960年）

静岡 7.5 5.1 6.1 9.1 三島 測候所（1951～1960年）

福岡 7.1 5目0 5.4 8.1 福岡気象台（1890～1899年）

出典：地上観測気象宮署編 『日本気象総覧』，東洋経済新報社，1983年。

i主・m111長年度は地域によって異なるが，それぞれの地域の観測l開始から

10年間のものを採用した。
青森県では，藩政時代からタラ

内臓を取り除いて塩蔵し，新鱈として江戸へ送り，肝臓は利用されずに捨てられていた。肝臓

は栄養剤であることを知っていた青森県令（注現在の知事〉山田秀典は，陸奥湾で豊富に漁獲

できる タラ肝臓の水産加工を提唱した。県当局は， 1877c明治10）年にタラ漁獲の本場である

下北郡脇野沢村に県営肝油製造所を設立して，陸奥湾で漁獲（年間500万尾＝約187トン〉したタ

ラ肝臓を用いて肝油製造をおこなった。その状況を表－ 1に示した。

肝臓の肝油収率は 5%と低いが，薬用肝油製造の精製工程でロスを生じたものと考えられ

る。製法の概略は，漁獲したタラ肝臓を水洗してから蒸煮し油分と固形物を分別する。油分は

冷却して析出した沈澱物（！滋抜き行程〉を傾潟法で分け，ついでー数回の糖過で透明の肝油を得

ている。本法は，内務省衛生局司薬場の技術指導のもとに開拓使が採用した方法と， 基本的に

(9) 農林水産省統計情報部農林統計研究会編『水産統計調直史』，農林統計研究会，昭和54年， 10頁。
(le) サメ肝油は肝臓のみから製造するので肝油と同義。

~l) 前掲（6）。
~~土橋喬雄編『現代日本工業史資料』，第一巻，労働文化社， 1949年， 149～150頁。
帥前掲（2〕， 208～209頁。
M 1874 C明治7）年に設立されたii愉入薬品の検査 ・監視機関で，付｜麹業務として製薬の指導，薬学知識

の普及も行った。現在の国立衛生試験所の前身である。
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青森県域は冬期に氷点以下 （表ー2）の気温が得られタラ肝臓を使用し，はほぼ同じである。

るため撒抜き行程を採用したことは，本州、｜における最初のものと考えられる。

（明治10年3月26日公

この状況

前年の冬期に試作した肝油は司薬場に試験依頼し，

布〉にもとづいて試験した結果， 輸入品に劣らない品質である との評価を得ている。

は，1878c明治11）年9月7日の朝野新聞に，

「司薬場試験条例」

今衛生局その品質欧州産良好の品に異なること無き由，青森にて製造する鱈魚の肝油は，

試験成績書の写しを左 （注 ：下記〉に録す。

摂氏三十度に於いて比重o.920よ

0倍量のエーテノレに全く溶解して透明なり， 0硫化炭素及び硫酸

の反応皆佳なり，濃硫酸によりて初め紫色を呈し，後赤色となり，後は褐色に変ず，Oエ

透明茶藁色にして臭味ともに佳なり。

反応弱酸性，

この鱈魚肝油は，

りo.925, 

ライ シン試験また佳なり

と報じられている。

検査して証紙を貼付する ことにした。

年，当局は肝油の精製法の研究や製造法の伝達講習も行い，採算性を漁民に呈示した。

工場設立希望者には，資金の援助をして肝油事業の拡大を図ろうとしたが，肝油の消費がこれ

また1877c明治10)

さらに

肝油の品質保証のため県当局は，

に伴わず中止されている。

5）博覧会等へ肝油の出品 ・展示

近代産業の育成 ・貿易の1877 c明治10）年3月明治政府の殖産興業重要施策のーっと して，

出品振興を目的に，第一囲内国勧業博覧会が上野で開催された。出品は国産のものに限られ，

そのなかに肝油もみられた。それを皮切りに各種の博覧会 ・共進会等

で肝油はそのつど出品展示された。開拓使前後期の状況はつぎのとおりである。

(1）第一囲内国勧業国博覧会「明治10年内国勧業博覧会出品解説」記事

出品解説記事によって，当時の肝油製造法等について考察する こと にする。

数は84,000点余に達し，

清野一学製造にかかる魚肝油（鮫肝油〉の製法(A）静岡県駿東郡沼津駅

つぎのように記述されている。製造法および薬効が，

新鮮ナノレ黒鮫魚ノ肝臓ヲ採リ収メ之ヲ器中ニ入レ基底ニ小孔ヲ穿チテ太陽ノ温気ヲ受ケ シ

ムレハ油分徐徐ト シテ孔中ヨリ滴下シ然ル後爽層ノ布袋ニテ之ヲ搾リ 徴火ニテ煮熟シ汚物

ヲ去ランガ為メ厚紙ニテ櫨過スノレ三四回ニ及ヘハ精製ノ品トナノレヘシ但シ臭気ノ多少ニ因

リテ之ヲ三等ニ分ツ而シテ薬品ノ主能ノ、療盤，イ句｛婁病，骨節漬蕩，肺労，水脈眼，腸間膜

腺及ヒ諸種ノ療躍症，其他百般皮膚病血質不良ノ症ニ功アリ（傍点、 ：小野）

によって水蒸気法が発明されるまでノノレウェ ーで行われとあって， 1853c嘉永6）年 Moller

「明治10年内国勧業博覧会出品解説」。

村尾元長『北海道漁業志要』，魁元舎，明治30年，478～479頁。
前掲（12), 149～150頁。
前掲（3），第7集（ 1 ), 141～144頁。

24 

A
a
，A
N
V
A

q

 

’nu、
ι日悼町、
，向
U
、



肝油の産業技術史的研究（2)（小野）

ていた，いわゆる 「ロティング法（RotingProcess）」が用いられている。 肝臓を木槽に入れて

放置し， 自己分解や腐敗工程を利用した原始的なものである。製品は臭気をと もない， 低品質

のものであったと考えられる。また， 傍点で示した肝油の薬効についての解説は「七新薬』の

記述に酷似しているこ とから，前報に述べたよう に， 『七新薬」を手引にして製造したものと

考えられる。

(B）神奈川県三浦郡三崎村 湊彦三郎にかかる鮫肝油

サメ肝臓を原料にし，強熱による煮熟法で肝油10樽（662kg），金額にして55円を製造し

た。

(C）大分県海部郡津浦村 平松甚四六にかかる鰭（アカエイ〉肝油

アカエイ肝臓から煮熱法で瞳〈イナゴ〉駆除用肝油を5石（828kgふ金額にして500円を製

造した。

(D）石川県鳳至郡宇出津村（現在の同郡能津村〉 富田重作他10名の製造にかかる鐘〈フカ〉油を

〈灯火用〕として煮熟法で150石（約25トン〕，金額にしてl,875円を製造した。

(E）北海道渡島国亀田郡産の肝油

1877 c明治10）年3月，自費出品者が少ないため開拓使函館支庁は，亀田郡産タラ肝油（注：

製造人の記載なし〉を官費で出品した。 「品質良好若シ其製造ヲ大ニセハ益タノレ少々ナラス」と

薦告され褒状を受け，良品質のものが製造されていたことを知ることができる。

(F）青森産の肝油

青森県営肝油製造所製のタラ肝油が出品された。
回

(2）パリ万国博覧会

1878 （明治11〕年4月開拓使の支援により，ノリ万国博覧会に開拓使函館支庁から輸出向け出

産物17品目が出品され， そのなかで胆振国山越郡（注 ：現在の山越郡〉産のタラ肝油が銅牌を受

けた。 このことから，わが国の肝油品質は国際レベノレに達していたことを知る ことができる。

(3）第二囲内国勧業博覧会

1881 c明治14）年，高島郡祝津村〈現在の小樽市〉の鈴木新兵衛は上野で開催された勧業博覧

会に，タラ肝油を出品した。タ ラ肝油は「品位善良ニシテ最モ需要ニ適ス価値亦貴カ ラス」と
e由

薦告され，褒状を受けた。また静岡の滝三平も薬用肝油を出品している。
ω 

(4）第一回水産博覧会

1883 c明治16）年3～6月 (loo日間〉，わが国最初の水産博覧会が上野で， 23万人の参観者を

集めて聞かれるという画期的水産事業が行われた。水産加工品に眼目がおかれ，肝油も展示さ

M 前掲c1 ), 20頁。
~~大蔵省編『開拓使事業報告J，第二編，明治18年， 448～449頁。
帥前掲（19),463頁。
帥前掲（19),451～456頁。
伺 『東京薬舗雑誌』，明治14年、No.32～34. 
制片山房吉『大日本水産史』，有明容房，昭和12年， 493～495頁。
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技術と文明 9巻2号（152〕

れた。「水産博覧会規則」第五条 （大政官第五号告示〉に， 「外国品ハ一切人民ヨリノ出品スルブ

許サス尤現品比較ノ為メ添出スノレハ妨ナシト雛モ其外国品ハ売却スルヲ許サス」とあって，肝

油を含めた国産水産製品の宣伝と内需拡大に努めていたことがわかる。さらに同「規則」第十

五条に， 「列品中現品ノミニテ其性質功用等ヲ知ル能ハサル者ノ、其説明書ヲ添フヘシ且薬品等

ニテ分析ヲ経タノレモノハ其分析表ヲ附スヘシ」とあって，肝油も司薬場の試験成績添付を必要

としてし、た。
e2'l 

(5）五県博覧会

1879～1880 c明治12～13）年， 五県（宮主主 ・愛媛 ・茨城 ・愛知 ・岡山〉共催博覧会へ宮城県産肝

油が出品され，当時宮城でも肝油が製造されていたことが知られる。

以上にみられるように，本州における肝油の製造状況はスポット的であったが，当時本州に

おける肝油事業の展開は， 製造技術（低湿による脱蝋工程〉や原料確保の点で東北の一部を除き

困難であったものと考えられる。

当時，肝油の医療効果が認識されはじめ，薬用肝油の輸入実績は表－ 6にみられるように増

加の傾向にあった。これの輸入防遁の意図もあって，青森 ・北海道において肝油の製造が計画

されたものとみられる。また国産肝油の内需拡大や輸出振興に向けて，博覧会等に出品して宣

伝が行われていた。

3. 開拓使による民営肝油工業の保護 ・育成

1）北海道タラ漁業の概況

北海道海域は，世界三大漁場の一つに数えられるほど漁業資源に恵まれ， ニシン ・タラ ・サ

ケ等の魚族や昆布に富んでいた。江戸時代は本州における魚粕〈魚肥〉の需要が増加し， とく

に寛文年間（1661～1672年〉は，サケ ・ニシン・マスを中心とした日本海岸南部の渡島半島西岸
闘

に沿岸漁業が著しく発達していた。近世後期から松前藩のタラ漁業は，鱈請負制度を設けて

早くから聞け，茅部方面の恵山漁場， 日本海方面の岩内沖合漁場を中心に発展していた（表－

3・図一1）。 ニシン油 ・サメ、油 ・マス鱒油 ・ヒラメ油 ・カスベ油等の魚油に関連する事業や新

鱈（塩鱈〉 ・棒鱈等の製造事業も勃興していた。

このような漁業の歴史的な背景があって，明治初期の漁業は道南が北海道産業の大部分を占

め， 1877〔明治10）年までの水産物生産高は，道内全生産高の約90%を占めていた。

タラ漁獲量を地域別にみると（表ー3), 1879 c明治12）年には地域産業として発達し，渡島

や後志の道南地方が約8割を占めていた。また全道におけるタラ漁獲量とその金額をみると

（表ーの， 1877c明治10）年を画期として以後急激に増加している。 このことは， 後述する開

拓使による タラ加工製造業が展開されたことに符合し，肝油原料の確保も容易になった。

制前掲(19), 460～461頁。
伺北海道水産部漁業調整課編『北海道漁業史』，第一法規（株〉，昭和32年， 166～168頁。
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表－3 北海道の地域別タラ漁獲量（ト ン）2）北海道の肝油製造における工業地理

的条件 地域 1879（明治12) 1889 （明治22) 1893 （明治26)

本道の肝油工業の成功は，工業地理的

条件に恵まれていたことであった。タラ

は 1,2月ごろ陸地に近づき産卵を終え

温暖の季節に遠洋に去る生態をも ってい

るため， 寒冷の季節に豊富に漁獲でき

る（表－4）。低温環境（氷点以下〉が天然

のまま確保できる冬期の漁獲は，冷蔵設
帥

備のなかった明治期のタラ加工製造業に

あっては，原料の鮮度保持や肝油の精製

に必要不可決な条件であった。すなわ

ち，粗製肝油は低温（0。C以下〉 にあう

と，蝋分〈コレステローノレ ・融点の高いグリ

セライド・アルコール ・脂防酸〉が析出し，

沈澱物を生じて品質を損うので，低温処

理による脱蝋処理は必須条件であった。

江戸時代の油屋は，灯油の！蝋分が凝結し

て使用に不便という ことで，冬期の低温

にさらした魚油を無糊紙糖過で蝋分を除
宮市

去する伝統技術をもっていた。

また臭気の少ない肝油の製造には，鮮

度の高い肝臓が要求された。 このような

ことから，冬期の北海道は肝油工業に有

利な環境であった。さらにタラ製造にお

ける副産物としてタラ肝臓が利用できる

経済性があり，高付加価値の薬用肝油製

造には有利な原料であった。

3）北海道における肝油製造の最初の試

み

江戸期の北海道は，タラ油（灯火用〉 や

干鱈等が大阪や清国等に市場があって，

渡島 429.3 685.7 345.0 

後志 106.4 98.9 699.0 

石狩 27.0 10.2 7.0 

天塩 32.1 312.0 518.0 

北見 2.4 9.0 45.0 

根室 17.4 86.0 

釧路 54.9 251.4 225.0 

十勝

日高 44.0 258.0 

胆振 5.0 4.0 

千鳥 31.0 2LO 

合計 652.1 1,464.6 2,208.0 

出典：北海道水産部漁業調整課編『北海道漁業史』，昭和

32年，457～458頁。

「北海道水産調査報告J，巻之ー，鱈漁業，1895年。

注：漁獲量は石で記載されているが，トンに換算

ぴ

輪、 小得

。O岩内

。
o札幌

図－1 開拓使期のタラ漁場 ω、野作成）

伺 脊割鱈 ・塩鱈 ・乾鱈 ・捧鱈 ・鱈ノ子 ・鱈胃・鱈肝油等を指す。

制河出孝雄編『日本歴史事典』，6巻，河出書房，1964年，124頁。
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表－ 4 北海道のタラ漁期 表 5 明治前期の北海道タラ漁獲量と金額

地域漁獲期 備考 年 次
漁獲量 金額A タラ漁獲金額／全漁獲金額

ィ、tt宇 10～ 6月
（トン） （円） （%） 

古平 11～ 6月 1870 （明治 3)

岩内 9～ 2月冬たら 1871 ( II 4) 155 7,827 0.6 

3～ 6月 春たら 1872 ( II 5) 233 11, 940 0.6 

茅部 11～ 3月 1873( II 6) 298 11 287 0.5 

函館 12-1月 1874( II 7) 267 17,828 0.6 

出典：北水協会編 『北海道漁
1875 ( II 8) 495 26,964 1.0 

業志稿ゎ図書刊行会、ug 1876 ( II 9) 411 16,082 0.5 

和52年， 296頁。 1877 ( II lQ) 879 23 376 0.8 
1878 ( II 11) 3,835 86 520 2.1 
1879 ( II 12) 2,679 131,929 1. 9 
188Q ( II 13) 3,734 134,026 1.3 
1881 ( II 14) 1,590 84,376 1.2 
1882 ( II 15) 1,418 87,657 1.2 
1883 ( II 16) 1,321 85,302 1.8 
1884 ( II 17) 5,831 93,379 1. 9 
1885 ( II 18) 2,446 98,435 2.5 
1886 ( II 19) 1,973 67,050 1.5 
1887（刀 20) 1,395 63,319 1.2 

1888 ( II 21) 1,574 65,417 1.3 

出典 ： 北海道庁拓殖部編 r~u毎道拓舷の進歩』，北海道協会支部，大正元年，
llO～lll頁。

i主：漁獲量は石でい記載されているが、 トンに換算。

技術や資源面で肝油製造の潜在力を備えていたものと考えられる。また幕末にオランダ医学の
四 国

影響をうけて，肝油の輸入がみられるようになり，また福岡藩でも肝油の製造を始めている。

このような影響もあって，北海道では肝油製造の最初の試みが1868c明治元〉年に函館の医師
冊

により行われ，つぎのような記録がある。

明治元年函館ノ医五藤精軒鱈鮫等以テ肝油ノ製造ヲ試ミ尚其盛大ヲ図リ箱館裁判所ニ請 ヒ

六ケ場所 （今ノ茅部郡各村〉ニ出張シ相当価格ヲ以テ該魚ヲ買集セントス之ヲ許可シ病院

係ヲ シテ買上シム然ノレニ其製方未タ純良ナラスシテ廃ス

とあって，肝油製造事業の許可に箱館裁判所が関与し原料の買収に箱館府病院係が支援して

いることから，肝油工業の最初の企画は，公的な性格をもったものと考えられる。しかし結局

精製品が得られず，事業化には至らなかった。

まずこ，そのころの状況とみられるが，

従来我邦に於ては鮫 ・鮪肝油等の肝ntlを多く使用したりと雌も，欧米に於いては純良なる

帥 日本学士院編『明治前日本薬物学史』〈増訂復刻版〉，第一巻，井上書店，1978年， 118～119頁。
帥前掲（1),21頁。
帥大蔵省編「開拓使事業報告』，第三編，明治18年， 803頁。
帥 1968年 （明治元年〉箱館裁判所が設置され，司法上の意味ではなく ，北海道を統轄するための行政機

関。
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鱈肝油のみを用ゆ，然かも我北州沿岸は仏国 ・諾威 ・加奈太 ・米国等に次で有名なる鱈漁

場たるに拘はらず，肝油の製造は徴々と して振はず，又仮令之を製するも精製未だ全から

ざるを以て品質組悪たるを免れず，故に純良品は，尚ほ外国に仰ぎつLあり，此の如きは実

に我水産物の加工上に於ける一大恥辱と云はざるべからず。
M 

とあって，肝油の精製が うまくできず，輸入品に依存していたと述べている。開拓使が肝油製

造を始めるまでの，わが国の肝油工業の状、況を表したものといえよう。

4）開拓使による肝油工業の展開

初期の開拓使政策は，重要産業の官営 ・産業貸付金の交付 ・民間産業の保護育成の三つの基

本方針がとられ， それらを通じて輸入防逼と輸出振興が図られた。 1873c明治 6）年， ケブロ

ンは水産事業のなかで水産製造の振興を， 「其製法一変セバ，広ク外国に輸出シ大ニ国益ヲ起

スベキ商品トナル 」と画策し，クラ ークもこれを支持ーしていZ。

このような基本政策にそって，開拓使は塩蔵品 ・耀詰 ・爆製品をはじめとして，肝油 ・精製

ニシン油 ・昆布の乾燥 ・沃度等の製造や試験製造のため，官営工場を各所に設けて事業を推進

した。肝油工業にあっても，官営肝油製造所や民間肝油企業によって事業の推進が図られた。

開拓使官営工場の設置目的は，つぎのように要約することができょう。

〔1〕開拓に必要な生産手段，生活に必要な資料の供給。

〔2〕北海道の原料に立地できる工業の試験と準備。

〔3〕輸出を振興し，輸入を防遁できる商品の開発。

北海道は肝油原料のタラ漁獲量が豊富で，漁獲期は冬期という肝准l工業の展開に適した立地

条件を備えていた。また当時わが国において西洋医学が急速に進み，洋薬の輸入が活発になり
tis 

はじめ，肝油も輸入増加の傾向にあった。明治初期の肝油輸入実績は（表－ 6),1869 c明治2)

年ごろからみられるようになる。このようなことから，肝油工業は〔2〕〔3〕に該当して，開拓

使による肝油工業の展開が始まることになる。

肝油工業に関する開拓使のおもな事業は，民間肝油企業の育成と官営事業による肝油製造試

験のこつであり，これらはほぼ並行に展開された。これらを通じて，肝油の輸出促進と輸入防

遁政策がとられる ことになる。

当時タラ製造品はつぎのようなものがあって，肝油はタラ製造副産物の肝臓を原料とするた

め，肝油工業の発展を容易にし有利に導いた。

主産物 ：棒鱈 ・塩鱈（方言では新鱈〉・乾鱈 ・脊割鱈

副産物 ：肝油 ・鱈絞粕 ・鱈胃 ・鱈の子 ・鱈油〈灯火泊〉

(1）民間企業による肝油製造の展開（育成 ・指導〉

伺 山本美越『経済全書J，ニ巻，第六編（水産経済〉，東京宝文館，大正2年，197～198頁。
帥北海道庁編「新撰北海道史』，第三巻，一通説ー2，昭和7年， 481～482頁。
制北海道庁編「新北海道史」，三巻，一通説一2，昭和48年，544～546頁。
伺吉岡信編「近世日：本薬業史研究」，薬事日報社，平成元年， 359～360頁。
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開拓使の指導と奨励および内務 表－ 6 明治前期の肝油輸入量

省司薬湯の試験と製造法の技術指 年 次 輸入量 輸入金額（円）

導を受けて展開された民間肝油企 1868（明治元）

1869 ( II 2) 輸入実績(1)
業の記録は， 1878c明治11）年か 187Q ( II 3) 向上

らみられる。その状況を個別事例 1871 ( II 4) 同上

をあげて記述する。
1872 ( II 5) 同上

回 1873 ( II 6) 向上

(A）事例l 1874 ( II 7) 向上

高島郡祝津村〈現在の小樽市〕の 1875( II 8) 向上

1876 ( II 9) 向上
鈴木新兵衛は， 北海道におけるタ 1877 ( II lQ) 

ラ肝油製造の創始者といわれ， 1878( II 11) 輸入実績(1)(3)

1878 c明治11）年から高品質の肝
1879( II 12) 

188Q( II 13) 

油を製造したといわれている。 1881 ( II 14) 

当時肝油製造業〈薬用と工業用〉
1882 ( II 15) 

1883 ( II 16) 合計 (722.2kg) 3,565.440円（2)

は， 「製薬免許手続」 （明治 9年5 英国 129ダース (701. 2kg) 3. 550. 840円
も、

英国 35斤 (21. Okg) 14.600円月8日内務省達乙第54号〉が適用さ
1884 ( II 17) 合計 (1,449.4kg) 1,384.280円（2)

れ，肝油は司薬場の試験を必要と 英国 1,296持瓦 (587 .Okg) 835.760円

した。開拓使物産局の指示により 英国 1,335斤 (801. Okg) 482.500円

米国 69斤 (41. 4kg) 21.320円
医師の臨床試験〈注 ：おもに臭味 ・

内国商直輸入 44持瓦 (19. 9kg) 44.700円

外観・ 薬効と恩われる〉 を経て改良 1885 ( II 18) 合計 (1, 837. 6kg) 929.580円（2)

した精製肝油を，最寄の東京司薬
英国 3,576非瓦 (1, 619. 9kg) 750.660円

米国 156瓶 (70. 7kg) 72.220円
場に依頼試験して品質佳良なる証 フランス 12持瓦 (5. 4kg) 4.640円

明を得た。それにより 1880（明治 フランス 127斤 (76. 2kg) 37.360円

内国商直輸入 144持瓦 (65.2kg) 64.700円
13）年内務省から肝油製造免許状 1886 ( II 19) 合計 (1, 093. 8kg) 284.472円（2)

が下付された。 英国 1,929瓶 (873. 8kg) 64.788円

その 「製薬免許手続」の概要を
米国 ・カナダ 35斤 (21.0kg) 8.784円

ドイツ 360持瓦 (163. Okg) 65.900円
以下に抄録する。 フランス 60斤 (36. Okg) 145.000円

精煉薬品之儀ハ本邦ニ於テモ
1887 ( II 20) 合計 (375 .8kg) 202.700円（2)

英国 27斤 (16 .2kg) 7.320円
往々舶来品ニ勝レノレ良品モ有 英国 627井正 (284. Okg) 167.840円

之処只管輸入品ヲ盲信シ概シ フランス 117斤 (70 .2kg) 23.560円

フランス 12苦E (5.4kg) 3.980円
テ国産ヲ卑シムノ風ニ流レ贋 1888( II 21) 合計 (1, 958. 6kg) 1, 596.210円

悪薬ノ輸入日ヲ逐テ増加シ其 英国 1,458持五 (660. 5kg) 340.660円

損不砂ニ付自今製造‘品試験ノ
英国 2,304瓶（1,043. 7kg) 1, 128. 810円（2)

帥政商務省水産局編『日本水産製品誌』，水産社， 大正3年， 742～745頁。
伺厚生省医務局編『医制百年史』，資料編，昭和51年， 362頁。
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ドイツ 90斤 (54.0kg) 24.040円

ドイツ 412押E (186.6kg) 102.740円

1889 ( II 22) 合計 (l,623.4kg) 955.500円（2)

米国 lダース (5.4kg) 10.640円

英国 230ダース (1,250.0kg) 763.780円

ドイツ 28ダース (152.0kg) 81.320円

ドイツ 360斤 (216.0kg) 99.760円

（小野作成）

(1）武田百八十年史編集委員会編 r武田百八十年史J,1962年，238頁。

(2）大蔵省編『大日本外国貿易年表』，明治16～22年。

(3）塩野義製薬工業株式会社編 『シオノギ百年史J,1978年， 29頁。

(4) 1瓶は 1ポンドとして換算。

司薬場ニ送致シテ試験ヲ受ヶ其詩添書ニ追伸スヘシ

上其良否ヲ鑑定シ免許鑑札相渡ス

ヘク候条医療用工職用 ヲ不問薬品

精煉致シ候者ハ其製品相添左ノ箇

条書ニ従ヒ願出許可ノ上販売致シ

候者ハ其製品相添左ノ箇条書ニ従

ヒ願出許可ノ上販売致シ様可取計

此旨相達候事（以下関連事項のみ記

述〉

一（注 ：I略〉

一製品ハ各地ノ便宜ニ就キ最寄

一試験ノ上良品ナルモノハ免許鑑札ヲ交付シ若其製造十全ナラサルモノハ本人ノ志願ニ

ヨリ司薬場ニ於テ精煉ノ方法俸示スヘシ（略〉

一製薬許可ヲ得タノレモノハ官許ノ文字ヲ冒シタノレ商標ニ薬名及ビ其住所姓名ヲ記載シ毎

器ニ貼シテ販売スベシ（傍点：小野〉

(a）肝油製造法
国

鈴木の製造法を原文で示すと，以下のようである。

製造法は釣獲し来る新鮮の鱈より得たる肝臓を清水にて能く洗樵し，一石七八斗を容るべ

き二重釜に入れて，凡そ一時間許，華氏百八十度（注： 82°C）以下の温度にて湯煎し，後と

捕にて掬ひ之を樽に取りて，之れを四尺許の柄を附けたる平たき鉄刃にて細切りし，幅一

尺，長二尺五寸許の上等布袋に入れ圧搾器に掛け，最初は凡そ八九貫目の石を重りとし，徐

々に其重石を増加し二三十貫目にて之を止む。而して其流出する油は，搾筒台の溝を通

して三区に分れたる箱に流し込ましむ。其第一区は水と油と共に入り，第二区は，第一区

より浮びて流出する油と水を受け，第三区は第二区より浮び来る油分を受くる様にす。斯

くして水と油を分離する。その第一区には鳴注を備へ置き，下層に溜りたる汚物及水を流

出す。次の区々も亦た然り，搾出したるものは未だ冷却せざる内，五分乃至十分間之を静

置せば， 水分と汚物は沈み，f由分は浮びて淡黄色を呈す。 此液の八分は水にして，油は僅

に二分のみなり。此油分を酌み取り，灰水及清水にて洗糠し，清浄なる樽に入れて，三昼

夜を経るときは冷気の為め幾分の！臓分凝固沈澱す。之れを肥後紙にて漉過するときは，

即ち透明淡黄色の油を得。次に此油分に清水六分を混じて沸騰せしめ，之れを十五分時間

許非常の力を以て撹持し後放置せば，油は清浄透明となり，水とよく分離す。如斯して油

の臭気汚物を洗い去り，雪中にて数回紙i慮するときは，純粋無臭の薬用肝油を得るなり。

この方法は，肝臓の処理法が他法とかなり異なり，肝臓を塊のまま180°F (82° C）に加熱し

伺前掲（36),742～745賞。
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技術と文明 9巻2号（158)

図－2 肝油分離装置の想像図（小野作成）

表一 7 鈴木新兵衛の肝油製造量

製造量単価／kg
年 度

（トン） （銭）

1879（明？台12) 2.1 

1880 ( II 13) 4.2 

1881 ( II 14) 7.2 

1882 ( II 15) 9.0 

1883 ( JI 16) 11.2 21. 7 

1884 ( II 17) 10.4 18.3 

1885 ( II 18) 16.2 7.5 

1886 ( II 19) 14.3 7.5 

1887 ( II 2Q) 2.1 12.5 

1888 ( II 21) 7.8 10.8 

1889 ( II 22) 9.0 10.8 

出典：北水協会編『北海道j魚、業志稿』，図
書刊行会，昭和52年，314頁。

i主．斤を トンに換算。

ているが，この処理温度にどれほどの意味があったか不明で、ある。加熱処理後， 肝臓を細切し

て布袋に入れて搾油桶に仕込み，重石をかけて搾油し，段流式にした三槽で、肝油を分離採取し

ている。第一槽は，圧搾桶より水分（80%）・粕 ・油分が混じって流下するため，きれいに分離

ができないが，水分や不純物の多くは沈澱する。水分を含んだ池は，第二槽へ流入し， ここは

肝油分離の主要部分で，油分は上層に，水分は下層に分離する。第三槽で完全に組肝油が採取

できる（図－2）。

分離した粗肝油は灰水で、処理しているが，これはアルカ リによる遊離脂肪酸 の中和が 目的

で，生成脂肪酸塩は水洗で除去されたものと考えられる。つぎに低温にさらして蝋分を沈澱さ

せてから，漉過除去する予備脱蝋をしている。ついで熱水で水洗しているが，ア ンモニア ・ト

リメ チノレア ミン・不飽和脂肪酸等の臭気物質を除くための処理と考えられる。最後に雪中で低

温処理して蝋分を析出させてから，紙密な布または漏紙で数回糠過して脱蝋する物理精製法が

とられていた。本法は完全な精製法と考えられる。

(b）肝油製造量

鈴木による肝油製造量は，表－ 7にみられるように， 1879年から1884年まで逐年的に増加し

てしる。 しかし， 1885c明治18）年に薬用肝村1の相場が前年の42%に下落し，収支のバランス

がとれず薬用の製造を中止し灯火用に切替えたという。 1887〔明治20）年に至り， 相場の回復

とともに生産量も徐々 に上昇している。このように相場変動により用途変更と生産調整がとら

れていたようである。
~rn 

(c）漁業資金の貸与

帥前掲（30),293～294頁。
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肝油の産業技術史的研究（2)(1J、野）

開拓使は，漁業振興政策の一環として1881c明治14）年1月に定めた「漁業資本金貸与規則」

に基づき，漁業資金の貸付けを行った。開拓使木庁は，かねてから肝油を製造していた鈴木新

兵衛と小僧部色内町（現在の小樽市色内町〉西川五兵衛に，肝油製造事業を拡張して輸出をする

よう になったので保護をするため，漁業資金を貸与した。鈴木は1,000円，西川は500円を年8

分の利子で、貸与を受けた。貸与資金の返済は期限内に完済していることから，経営は成立って

いたものとみられる。ちなみに1881年の漁業資占の資付総額は11,185円338銭で，肝油事業に

L 500円（約13.4%）があてられたことになる。

(B）事例2

1878 c明治11）年高島郡祝津村（現在の小縄市〉の白鳥喜四郎は，開拓使物産局の指導を受け

て肝油製造業をおこ し， 1879c明治12）年3月，製品を司薬場に試験依頼した。製造方法を適切

に行えば，薬用肝油製造が可能と認定され， 翌年内務省から肝油製造免許状を受けた。

白鳥の製造法の概要を以下に示す。

近海で漁獲したタラ

↓ 

新鮮な肝臓を清水で洗い，約50片に切断（放血〉

↓ 

水洗して血液を除く

↓ 

JKに移し水きり

↓ 

ブリキ製釜に入れ， 200°F (93。C）熱湯で2時間煮熟

↓ 

肝臓を木綿袋に入れ，圧搾器で軽く搾る

↓ 

圧搾液は放冷後汚物を沈澱させ，油分を援取る

油分はフランネル櫨過

↓ 

約20°F(-6.6°C）に1～ 2夜放置して蝋分沈澱

↓ 

再びフラネノレで、i慮過

帥羽原又吉『近代日本漁業史』， 岩波書店，1982年， 202～204頁。
帥前掲（30),287～288頁。
同前掲（30),287～288頁。
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技術と文明 9巻2号（160)

↓ 表 8 タラ肝臓の合iHI量比較

櫨液は無糊紙で1慮過（蝋抜

き： Winte

↓ 

淡黄色透明無臭の1慮液（重

複製薬用肝油〉

残浮は圧搾して灯火油

↓ 

残浮は日光乾燥して肥料

事例 1は肝臓を塊のまま熱処

理しているのにたいし，事例2

では肝臓を切断して放血してか

ら熱処理している。また処理温

度も若干異なるが，何れも流儀

の違い程度と考えられる。脱臭

法については，事例 1のアノレカ

リ処理と熱水水洗は合理的と思

われるが，普及されてな いこ

とや，その後の官営茅部肝油製

造所で採用された製造法（39～

40頁〉が事例 2に近いことから，

実用的には品質商で両者に差は

なかったものとみられる。

製造期は12月下旬から 3月下

旬までで，それ以後の粗製肝油

は容器にいれて保存し，翌年の

寒冷期に精製している。 肝油収

肝臓の種類 合i自室 （%） 文献

淡水浮上肝臓 58.1 

塩水浮上肝臓 39.4 

塩水沈降肝臓 26.2

菊地世i：「水産講習所試験報告」、 1909

年、 6巻 l冊、 1～30頁。

塩水浮上肝臓 32.4～59.6 河合亀太郎「薬学雑誌」，49巻， 1929

年， 569-570頁。

表－9 民営三肝油製造所の肝油製造量＊

年次

1883（明16)

1884 (II 17) 

1885 (II 18) 

1886 (II 19) 

製造量（トン）

42 

60 

45 

48 

出典・北水協会編 『北海道漁業志稿a，図書刊行会，

昭和52年，314-316頁。
本生産者l立高島郡祝津田T（西川五兵衛）・古平郡古平

田T（戸沢雄允） ・小楊郡色内田T(牧口徳太郎）である

が、個別の生産量は不明。

表－10 民営肝油製造所の肝油製造状況

1884 （明治17) 1885（明治18)

製造高 製造高
戸 数 職工 戸数 職 工

（トン） （トン）

製造地 区

高島郡祝津村＊ 3 26 28 .1 2 25 18. 8 

岩内郡御鉾内町＊＊ 1 2 1.1 2 8 8.3 

古平郡浜町＊＊＊ 1 18 31. 0 1 18 31. 3 

出典．土屋喬縫 『現代日本工業史資料L 第一巻，労働文化社，1949年，

294-295頁。

*70～80%は輸出用であるが，明治18年の価格は前年に比較して半

値に下落した。その理由は前年度に粗悪品を輸出して信用を失っ

たため。

本＊明治18年5月，価格の下落により，工員を解雇して閉鎖した。価格

はl錐(16.Skg) 2円22銭になったが，さらに下落してl円60銭とな

る。前年度に比して sWIJの下落。

＊本＊明治17年に良品質の製品を供給したため，翌18年は需要が増える。

またタラ箆i魚により製造ill:も225kg増加した。

量は，肝臓 3,Q～34kgから薬用肝油 4～7.3kg （収率13～21%）と 1～2%の蝋分を得ている。肝

油は，初搾油を薬用， 二搾油を灯火用，三搾油を石鹸原料に分類していた。当時の薬用肝油の収率

を1909（明治42）年と1929（昭和4）年ごろのものと比較する（表－8）と低収量であったが，精

製過程でロスを生じたもので，灯火用や石鹸用を含めればほとんど差はないものとみられる。

(C）事例3

帥北海道水産協会編『北海道漁業志稿』，北海道水産協会，昭和52年，314～316頁。
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肝油の産業技術史的研究（2)（.小野）

高島郡祝津村（現在の小縛市祝沿rf!IJ)の西川五兵衛 ・古平郡古平町〈現在と同じ〉の戸沢雄允 ・

小樽郡色内町（現在の小樽市色内町〉の牧口徳太郎の1838（明治16）年以降の肝油生産量を表－9

に示した。

1884, 1885 （明治17,18）年の肝油相場の下落で収支のパランスがとれず，薬用肝油の製造を

中止し灯火用に切替えたという。

くD）事例4

工場経営者の氏名の記載はないが，当時の肝油工場の経営状況がよく伺えるのでとりあげ

た。表一10に示すように， 5工場の肝油総生産量は， 1884 （明治17）年と1885年に， それぞれ

60.1トン， 58.6トンとなっている。

1884 （明治17）年の祝津村の製品は横浜， 東京を中心に移出され， その70～80%は輸出向け

であったといわれている。その輸出量を推定すると，少なくとも20トン前後の肝油が，すでに

輸出されていたことになる。しかし大蔵省編『大日本外国貿易年表』〈明治17～18年〉 や，その

他の資料に肝油輸出の記載がないので，資料と して貴重である。祝津村の1885（明治18）年の

状況は， 2工場で職工数は25名， 6月の肝油製造量は18.8トンであったが，前年に粗悪製品を

出荷したため輸出先から信用を失い，価格は前年に比較して半値に下落し， 製造量も9.1トン

の減少であった。そのため原料価格は，豊漁で40%も低限であったにもかかわらず，肝油相場

の下務により収支のバランスがとれなかったとし、う。

岩内郡御鉾内町（現在の同郡岩内H汀〉の工場は， 前年に比較すれば職工数は6人増の 8人に，

肝油生産量は7.1トン増の8.3トンであった。相場は4, 5月に1斗（16.6kg）につき 2円22銭

に下落し，さらに l円60銭になり，前年に比較して 5割の下落であった。そのため製造を中止

し 職工を解雇している。

以上の 2地域の工場と対照的に，古平郡浜町（現在の同郡古平町〉の工場は， 肝油製造量は前

年に比して僅かに増加して約32トン，職工数18人，職工1人当りの製造量は1.7トン〈祝津村工

場は0.75トン，御鉾内町工場は1トン〉で， 前記2地域の工場に比較して効率のよい稼働であるこ

とがわかる。製品はさらに改良して東京で販売したため， 1885 （明治18）年の需要は増加し，

利益もあがっている。このように製品の品質管理は，輸出産業や内需拡大による健全な企業経

営に， L、かに重要な要素であったかが明確に伺える。

4. 官営鱈肝油製造所設立による肝油工業の展開

1）肝油製造所設立の経緯

1873 （明治的年11月， 開拓使は北海道開拓の基本方針を訓達し， 輸出向け産物の工業政策

の方針を， 「・・…基方法ニ従ヒ，其技術ヲ能川必ス其精巧ヲ研ムルヲ期シ」として実行を命

例前掲（12), 294～295頁。
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このように開拓使の工業政策は，輸出の目的を強く もたせて，輸入防逼と輸出振興

には開拓使の先導が絶対に必要との方針をとっ占。ヶプロ ンの進言も官営工場を中心とする展

開で，開拓使の工業政策は， 海外輸出を目的としていた。

1869 c明治2）年7月開拓使が設置され，

技術と文明

じている。

1872 c明治5）年から 1880年度まで国費L000万円

その殆どは漁獲高に課せられた〉が投 じられそのうち685万円は道内租税で，（結果的には2,000万円，

お雇い外国人を雇用して，札幌本庁を中心にして函館，根室支庁た。西洋技術の導入のため，

に26業種，40数カ所に及ぶ官営工場を建設して経営した。官営工場の設計，器械 ・技術の導入

ほぼアメリカが中心であった。

函館支庁勧業係は官営茅部肝油製造所設立に先立って，タラ漁獲の

多い茅部郡日尻村（現在の茅部郡南茅部町〉に委員 （注 ．開拓伎の吏員〉を派遣し，村民を雇用して

肝油を試製した。

は，

1877 c明治10）年2月，

官営茅部肝油製造所の設立準備この試製期間 （明治10年2月～13年1月〉は，

開拓使製造の肝油を第一囲内国勧業博覧会1877 c明治10）年3月，期間であったともいえる。

良品質の肝油が試製されていたことになる。

これの施行にとも

に出品して褒状を獲得していることから，

1879 c明治12）年4月 「開拓使作業費条例」（開拓使達第5号〉が公布され，

なって1880c明治13）年12月，函館支庁管轄下で開拓使官営茅音fl鱈油製造所が正式に発足した。

工場は臼尻村 ・尾札部村 ・尾札部村支河扱 ・尾札部村支木直の 4ヵ所に分散して建設された。

開拓使官営諸工場の建設費総額は263,300円で， そのうち肝油製造所はL000円があてられ，約

0.4%に相当する少額なものであった。官営工場の設置目的は，営業利益を目的としたものか

ら，多分に試験的な使命をもつものまで7こ亘っていたが，茅部肝油製造所は後者の例と考えら
a;a 

れていた。肝油製造所は漸次原料を増やし，茅部郡沿海各村に普及させようと計画した。

明治初期のタラ漁業地域は道南地方で，古くから漁業が盛んな茅部郡恵山漁場と寛政以前か

ら漁業が聞かれた岩内郡漁場が中心であった。そのような歴史的な背景があって，在来技術と

経験およびタラが豊富に漁獲できる有利性を生かして肝油製造が始ま ったものとみられる。

2）鱈肝油製造所の設備

肝油の製造器具 ・機械は，表－11に示すとおりで， 在来の手工業レベルのものとみられる。

「4)このことについては，機械類のなかで，圧搾機が新しく導入された可能性があったが，

肝油製造技術の導入問題」の項で論議する。

3）肝油製造技術の概況

前掲（33),545頁。
前掲（33),552頁。
前掲（33),545頁。
前掲（30), 803頁。
前掲（33),501頁。
前掲（33),490頁。
北海道水産部漁業調整課編『北海道漁業史』，昭和32年， 166～168頁。
村尾元長「北海道漁業志要J，魁元舎，明治30年， 478～479頁。

36 

A
a，
A
回
，

A
n
ソ

A用
可，
A明
凶
，
Aけ
M7
A
Uマ

d
“
，

ん
早
ム
位
、
ん
凶
い
ん
凶
宇
ん
凶
宇
治
円
V
ト

h
v
b
u、



肝油の産業技術史的研究（2)(1J、野）

表 ー｜｜ 官営茅部肝油製造所設立時の製造器具 ・機械類

調理場用 肝臓切溜 ・洗浄用の水槽3個 ・包丁・ 狙板 ・米

1877【明治10）年，開拓使は肝

油の試製を始めるが，その製造法

の概要を下記に示す。

新鮮な肝臓を水洗して約50片

に細断

釜場 用 平釜（口径4尺2、水2石入）4枚・平釜を架ける鉄葉

製湯煎器3枚・圧搾器6台（1台の量約1石 2斗入用）

精製場用 油i鹿桶5個・油仕訳器5個・鉄薬製銭付の鎚約100個・

↓ 

塗桶 2斗入10個 ・1斗入10個 ・油i麗桶10個 ・漏斗柄

杓、雑桶類数品・薬品・フランネル布（ 1年分約10丈）－

さらに水洗して血液を除く

↓ 

飛に移し水きり

↓ 

i鹿紙約 l万枚

出典 ・村尾元長 『北海道漁業志稿』，魁文合，明治30年，478～479真。

ブリキ製釜に入れ200°F (93。C）で 11時間煮熟

↓ 

木綿袋に入れ，圧搾器で軽く搾る

↓ 

圧搾液は放冷後，f自分を扱みとる

↓ 

フランネノレ穂過

↓ 

20° F (6. 6° C）にl～2夜放置して，！蝋分沈搬 （燐抜き〉

フランネノレ積過

↓ 

滞液は無糊紙（あるいは西洋紙〉で滞過

↓ 

無臭透明淡黄色重複製薬用肝油

この方法と，さきに述べた民間肝油業者の事例2とほぼ類似し採油効率にも差がなく，製造
~~ 

法は在来技術の域をでていないものと考えられる。脱！！甑技術は，江戸期に灯油精製の在来技術

としてすでに実用化されていたので，技術導入によるものとは考えられない。

1877 c明治10）年2月， 同所試製の肝油を同年4月に司薬場に試験依頼して， 下記の結果を

得ている。

反応

此肝油ハ帯褐色ニシテ澄明ナ リ二容ノ「ヱーテノレ」 ニ全ク溶解ス亜爾個児ニ溶解セス一種

伺 前掲（27), 124頁。
制前掲（30),803～804頁。
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ノ臭気アリテ通常舶来ノ上品ニ比較スルニ梢甚シトス而シテ硫酸及「エライチン」試法ニ

ノ、良反応ヲ呈セリ又硫化酸素ト硫酸ニテ処スノレニ全ク良反応ヲ呈セ リ依テ此肝油ノ、医薬ニ

適スノレモノトス但臭気梢甚キハ其製造ニ用フル所ノ肝臓新鮮ナラサノレ因／レカ後来之ヲ多製

セン トセハ宣ク此ニ注意シテ新鮮ノ肝臓ヲ撰ミ製スベシ然ルlキハ必ス輸入ヲ防グニ足ノレヘ

シ十一月 ニ轟ニ臭気アノレノ評アリシモ製造者擁マスカヲ尽シ精ヲ極メ再製シテ再衛生局ニ

送リ試験セシニ其報左ノ如シ透明帯黄色ノ油ニシテ比重o.九三ナリ 「但シ摂氏十五度」試

験ニ中性ノ反応ヲ呈シ同容ノ「ヱーテノレ」ヲ加フノレ半透明ニシテ倍量ナレハ全ク透明トナ

ノレ濃硫酸ヲ適スノレニ紫色ヲ呈シ後チ赤色ヨリ褐色ニ変スニ硫酸一滴ヲ滴スレハ極メテ美紫

色ヲ呈ス「エライヂン」反応良シ以上ノ試験ニ由レハ其品位舶来品ニ譲ラサノレベシ

肝油の試験法については，すでに1862（文久2）年刊行の 『七新薬』につぎのような記載が

ある。

親今肝油の褒賞大に高く，売販も亦甚だ多きの故に，泰西諸国の姦商，動もすれは他の魚

油 ・鯨魚油 ・松脂 ・器粟油 ・阿列布油等を加て之を)[l)l造する者あり，之を試むるに硫酸を

以てするを最良とす，其法少許の肝油を厚紙の上に置き，硫酸二三滴を其中心に滴上すれ

ば，肝油忽ち旋転し，四方に向て浸延し，美艶の紫色を見はし， 之を撹排すれは，紫赤色

となり，其終り遂に褐色に変え，若し肝油浄清なれは其紫色愈強し，贋造の者は然らず，

阿列布油のll!l造に出る者は，硫酸を滴して其汚灰色に変し，掛粟油を雑る者は， 闘賞褐色

を見はし，他の魚、油を混する者は褐色をなす

とあって， 輸入肝油の賢造品（植物油脂や他の魚油を混和〉の鑑別に， 硫酸呈色反応、が突用され

ている。すなわち，肝油は硫酸と反応して紫色を呈するのにたいし，ll!l造品は褐色から灰白色

としている。

肝油の硫酸呈色反応、は， 1886（明治19）年に公布された「第一版日本薬局方』で古典的試験

法ではあったが，本体の不明のまま実用的に採用されている。 1920（大正9）年『第三改正日本

薬局方』〈注解〉で，硫酸呈色物質の 1種，モノレーイ ン酸（MorrhuinsaureC19H21Na）が発見され

た。木物質は硫酸と反応して藍色に発色し，他の魚油と区別することができるとしている。ま
ti• 

た， 『第四改正日本薬局方』で，硫酸呈色物質がコレステリ ンであるこ とも明らかにされ，動

物性油脂に多く含まれていることから， 植物油〈植物油にはコレステリンを含まなL、〉との鑑別の

目安になることが判明した。さらに1932（昭和7）年『第五改正日本薬局方』 に至り，肝油の有

効本体のビタミンA (1931年に確認された〉が収載されて， ビタミンAが硫酸と呈色反応する主

伺司馬凌海編『七新薬」，尚美堂，1862年。
伺 内務省衛生局編『第一改正日本薬局方』（注解〉，明治23年， 793～795頁。
制 山下順一郎『第三改正日本薬局方』〈注解），南江'.!ii;，明治40年， 903～905頁。
伺近藤平三郎 ・朝比奈泰彦 ・安本義久合編 『第三改正日本薬局方』（注解〉，南江堂，明治35年， 824～

826頁。
倒 朝比奈泰彦 ・安本義久 ・藤田真一 ・高木清誠司共編『第五改正日本薬局方』（注解〉， 南江堂， 1934 

年，116～245頁。
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要物質である ことが確認された。このように，呈色物質が不明のまま古くから肝油の鑑別に用

いられていたことは，古典的方法とはいえ経験技術の生んだ検出法として評価することができ

る。

エライチン反応は良好との評価を得ている。エライチン試験は，泊中に存在するオレイン酸

またはそのエステノレが亜硝酸の作用によって個体のエライチン酸， またはエステノレを生成する

ことを利用したオレイ ン酸の検出試験である。従来，肝油はオ リーブZ!il・莱種油 ・ゴマ油 ・綿

実油等の植物油〈オレイン酸を多く含む〉を添加した贋造品があって，その鑑別のために開発さ

れたもので，当時の試験法としては実用上有効な方法であったといえる。

司薬場へ最初に試験依頼した茅部肝油製造所の製品は，臭気の点で改良を要することが指摘

されている。すなわち，悪臭の原因は原料の鮮度が低いことで，漁獲後の肝臓は早く処理して

新鮮なものを使用するよう指摘されている。漁獲後の処理時聞については，『日本水産製品誌』

によれば12時間以内とし，ノルウェ一等の肝油生産国でも同様の時聞が指示されている。冷蔵

設備のなかった当時としては適切な指摘で，臭気さえ解決すれば輸入品に対抗できるとされて

いる。品質保全は， 肝油の輸入防逼と内需拡大の必須条件で， とくに外観（沈澱物〉と臭気が

重視されていた。茅部肝油製造所の製品は， 同年（明治10年） 11月さらに精製して司薬場に再

試験の結果，舶来品に劣らない製品と評価を受けた。

以上のように，開拓使製造の肝油は外観や臭気の点で、評価を得たことを受けて， 1877 c明治
10）年から肝油工場を設けて， タラ漁獲期に村民を雇用して試験製造を始めた。製法は上達し

て黄色透明の生臭さの少ない，寒冷期でも全く沈澱物を生じないものが得られるようになっ

た。このようにして製造技術は進歩し，良品質で価格の安い肝油の生産で需要も増えてきた。

肝油の品質保全と改良にたいする司薬場の厳密な指導から，当局の1命入防遁にたいする意識の

強さを伺うことができる。

1880 c明治13）年， 官営茅部鱈肝油製造所設立時に製造した肝油も司薬場で試験され， つぎ

のような記載がある。

10月渡島国茅部郡臼尻村鰭肝油製造所ニ於テ製造ノ鰭肝油ヲ東京司薬：場ニ嘱シ試験ヲ経シ

ニ該泊ハ医薬ニ適スノレヲ以テ後来永ク之ヲ製セハ必ス輸入ヲ防クヘシト巳ニ海軍医務局ノ
s; 

請求高殆ト千鶴（注： 450kg）ニ近シ

とあって，輸入品に対抗できる肝油が生産されていたことが確認できる。このようなこともあ

って，海軍医務局は450kgの肝油を茅部肝油製造所から調達し，この期にすでに軍用肝油の需

要があったことがわかる。このことは1882～4c明治15～17）年，海軍軍医高木兼寛が， 遠洋一

判前掲（55), （頁数の明記がない〉。
制前掲（37), 844頁。
（＞~ Charles G. warnford Lock. F. L. S. (Editpr）“Spons’Encyclopaedia of the Industrial Arts, 

Manufactur巴s,and Row Commercial Products" Vol. 2, (1882), p.1363. 

伺前掲（30), 636頁。
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航海実験による脚気（注 ：ビタミンB1欠乏症〕予防の兵食研究を 表一12 鰭碕J談所の肝油製造量

行って， 洋食に切替えるこ とによって予防できることを発見し 種 別 鐙

14 

kg 

た事実とあわせて，先進的な海軍のビタミン研究主の上で興味 精製肝 6.8 

のあると ころで、ある。

4）肝油製造技術の導入問題

開拓使官営工場への技術導入は，「お雇い外国人」雇用（主と

して米国〉による人 ・物による移転形式が中心で，肝油製造技

術に関してどのような状況にあったかを考察してみたい。

水産製造関連の官営工場で直接， 間接に肝油製造技術に関連

のある場（所〉は，鱈肝油製造所を始めとして鮭蟻煙製造所 ・
帥

尋；常肝j由 42 19.0 

未製J汗油 4 1. 7 

灯用肝j由 2 0.9 

鱈疏 蔵 453 

棒鱈 227 

鱈胃 7（束）

搾粕 2（表）

出典：大蔵省編『開拓使事業報告ゎ

第三編，明治18年，289頁。

鱗油試験場 ・鱈醗J議所・耀詰製造所（別海 ・石狩〉 ・鱗搾粕製造所があげられる。

また水産製造に関与したお雇い外国人技術者は，ベンハロー （D.P. Penhallow ：雇用期間1876

年5月～80年8月〉， トリ ー ト（U.S.Treat雇用期間1877年9月～78年12月〉およびスウェット

(T. Swett：雇用期間1877年 7月～79年1月〉の 3名で，関与の状況を以下に述べる。
帥

(a）鮪蔵場

鱈醗蔵場は， 1879 c明治12）年7月高島郡祝津村（現在の小樽市〉に設立された。 ここでは，i

札幌農学校で油脂関連の製造実験を行っていた教師ペンハローが，米国法でタラ製造の指導も

行った。魚体は缶詰 ・舌は酢漬，肝臓は肝油，骨と残浮は肥料に，それぞれ完全利用の加工法

がと られていた。これは， 技師雇用型の技術導入とみられる。しかし肝油製造が行われてい

るが具体的な製造法の記載がな し その後の官営茅部鱈肝油製造所や民間肝油製造所の製造法

に新しいものがみられないので，技術導入はなかったものと考えられる。

本醗蔵所の肝油製造量は，表－12に示すとおりで約28kgの記録がある。

ここで製造した肝油と鱈耀詰製品は，開拓使東京勧業課より試験的に輸出されたが，その状
回

況については不明である。

(b）緋〈注 ニシン ・通常は鯨と書く〉泊試験場

ペンハローは開拓使函館支庁の緋油試験場（明治11年5月高島郡色内町に設立〉 で，灯火用ニシ

ン油の精製試験を行っている。 ニシン泊 1石に水 2石を混和し，さらに硫酸97.5gを加え撹持

してから49°Cに加熱し， 骨灰で櫨過後塩水で洗う。最後に苛性ソ ーダ3.75gを加えて中和し

ている。 しかし， この精製技術は民間や官営の肝油製造所の肝油精製に応用されていないの

制 『龍駿艦脚気病理調査書』， 1885年2月。
伺 当時ビタミンは発見されていなかったが，肝油はピタミンA・Dに，脚気はビタミンB1 fこ関連する
事項。

伺 酪蔵（えんぞう〉 は塩づけのことで，ロシアから導入された生活技術。
制前掲（30),288～289頁。
伺前掲（30),289頁。
倒 前掲（30),284～285頁。
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で，肝油製造に関して技術導入があったとは考えられない。

(c）耀詰製造所

根室支庁の石狩雄詰製造所（明治10年9月設立〉は， 耀詰製造技術の伝習生を募集して， トリ
側

一トと助手スウェットが伝習講習で、指導した。ここでは肝油の製造試験はされておらず，工部

省模造のフ ランス形蒸缶詰気器を装備していたが，この蒸気鍵は肝油製造所に移転されていな

L、。

(d）魚粕製造所

1878 （明治11）年2月に設置された根室緋粕製造所は，新式搾粕器械 L蒸龍 ・蒸汽鋒各2組

と附属品を東京より購入Lている。 さらtc, 20馬力蒸汽銀とその附属品を1,500円で購入し 3

年間試運転をしたが，当所のみにとどまり他に普及しなかったようで、ぁZ。

以上のように官営水産製造工場においては，製造器機としては蒸気汽鍵や圧搾機が使用され

ていた。このようなことから，加熱製造工程は肝油製造で主要なパートを占めるもので，官営

肝油製造所では当然，先進的な蒸気汽錐や圧搾機は導入されていたものと考えられた。ところ

が蒸気汽鋒については，釜に仕込んだ肝臓からの肝油抽出工程において蒸気供給用蒸気汽鐘は

採用されておらず，平釜を用いた薪による直火方式であったものとみられる。その理由と し

て， 平釜が茅部肝油製造所の備品目録〈表ー15）や民間払下げ時の備品目録〈表－11）にあっ

て，蒸気汽鍵は見当らないからである。

当時国産蒸気釜については， すでに1873（明治的年4月開拓使札幌本庁は、 練絞津製用燃

料に石炭の使用を勧誇し， 寵具を製造〈明治5年に設立した蒸汽器械所で製作〉して小樽郡 ・高島
同

郡の漁家に売却して普及していた。 このような状況のなかにもかかわらず， 茅部肝油製造所

は，蒸気を必要とする官営企業でありながら，蒸汽銭の採用が遅れ，在来的方法に依存してい

Tこことになる。

また圧搾器については， 茅部肝油製造所に設置されていたが， 1884 （明治17）年に至りよう

やく改良問題が水産談話会（明治17年設置〉で諮問され， 2年後に改良試験が実施された状況

で，開拓使期を過ぎてからのことである。このようなことから，茅部肝油製造所は旧来の圧搾

機を使用されていたものとみられる。

当時肝油製造で蒸気釜や圧搾器がこのような状況であったので，開拓使期（1869～1882年〉に

器械輸入による技術導入はなかったものと考えられる。また茅部肝油製造所において，肝油の

試製にあたり， 「明治10年 2月渡島郡臼尻村に委員ヲ遺リ試ニ肝油ヲ製セシム」とあって，こ

の委員は開拓使の役人とみられる。したがってお雇い外国人技術者の関与の形跡がみられなか

帥前掲（33),505頁。
付前掲（33), 563頁。
同北水協会『北海道漁業宏、稿』，図書刊行会，昭和12年，155～156頁。
同村尾元長「北海道漁業志要』，魁文舎，明治30年，178頁。
同前掲（71〕， 156頁。
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表－13 茅音r~肝油製造所の経費および財産（単位：銭）

科 目 10年 1月一 6月 10年度 11年度

足ム三 議 経 Pi 103.728 235.542 719.975 

収 入 23.713 78.905 

キヰ 目 12年度 13年度

興業費 1 000.000 

経費 営業費 777.235 2,561.667 

収 入 357.228 1 552.035 
作業費 営業費益

と差引 損 420.007 1 009.632 

｛賞興業費

選 営 業 費

欠損補填 420.007 1 009.632 

類 月リ 建物 敷 地 器械 消耗品 合計

棟数箇所 4 4 55 29 

財産 坪数 ・個数 67.5坪 230.450坪 518個 142個

仰i 格 17.943円 128.320円 27.993円 174.258円

出典：大蔵省編 『開拓使事業報告』，第三編，明治18年， 803-807頁。

表ー14 茅部鱈肝油製造所の肝油製造 ・販売状況 表－ 15 茅部肝油製造所払下時の主要な製造器

製造高 販売量

年 次 数量代価数量代価

(kg) （問） (kg) （円）

日月1台10(1877) 1 ～ 6 月 424 

明治10(1877) 71 29 24 

明治11(1878) 631 143 79 

明治12(1879) 

日月治13(1880) 

明治14(1881) 

870 901 47 31 

1,663 230 520 368 

具 ・機械類

種類 個数 種類 イ因数

圧搾器 9f困 錫鍍金柄杓 8f固

鉄 釜 大 24個 組中反 frf図

向 上 小 3佃 手桶 11佃

煎 鍋 大 24イ回 硝子漏斗 4イ閏

向 上 小 4佃 黒硝子瓶 lllf回
烏口漏斗 50個 揚？代 24個

寒暖計 4個 2斗樽 36個

出典：大蔵省編 r開拓使事業報告』，第三編，明治18年， 出典： r明治17年大政官公文fl<J，農商務省 1月。

805～808頁。

ったので，技師雇用型の技術導入も考えられない。
同

肝油製造技術に関しては，蘭書の 『窓篤児薬性論』（ロティ ング法〉や福岡藩の肝油コピー生
同 制

産技術になったといわれる 『乾薬韻府』および 『七新薬』 等から導入された技術が基礎になっ

たものと考えられる。さらにニシンやイワ シ魚粕の副産物の魚油製造の在来技術がすでに江戸
同

期に先行技術としてあって， これらからも影響をうけて開拓使期の肝油製造技術が形成された

ものとみられる。

伺林洞海訳補 『笈篤児薬生論」，旭窓蔵版（後版本），1856年， （京都大学付属図書館所蔵〉。

伺呑月恕経（未定稿〉 『黒田一長袴公伝』，第1編， 88真。
開 前掲（55) c頁なし〉。
同北海水産部編 『漁業史J，北海道漁業制度改革記念事業会，昭和32年，170～172頁。
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表ー16 茅部肝油製造所の貸与工場と貸与請願人

住 所 貸与請願人 工 場 名
敷地建物

（坪） （坪）

茅部郡尾札部村 今津甚蔵尾札部村製造場 84 15 

茅部郡尾札部村支川j及新井岡元八尾札部村支川汲製造場 84 22.5 

今津甚蔵

茅部郡尾札部村支木直西谷徳太郎尾札部村支木直製造場 70.45 15 

茅部郡臼尻村

沢村弟吉

赤石歓三郎 臼尻村製造場

中村彦四郎

出典：農商務省 『明治17年大政官公文録』。

90 15 

表ー17 茅部肝油製造所の払下鵡願人と工場払下金額

住 所 払下請願人 払下 工場 払下金額

茅部郡尾札部村 今津甚蔵尾札部村J汗油製造場 88円27銭2厘

茅部郡尾札音II村支川汲新井田元八尾札部村支川i及j汗油製造所 129円62銭4厘

今津 甚 Ji＼長

茅部郡尾札部村支木直西谷徳太郎尾札部村支木illi:J汗油製造場 71円73銭2厘

茅部郡臼尻村

沢 村弟 吉

赤石歓三郎 臼尻村肝油製造場

中村彦四郎

出典：浪商務省 『明治17年大政官公文録』。

5）肝油製造所の経営と財産

表－13に示すように経営は開業以来欠損であったが，
同

1879 （明治12）年5月「開拓使作業費出納条例」が定め

られて明治13年度から施行された。これで各作業所の会

計は独立採算制の形態をとることになり，営業収支や損
制

益が明確になった。肝油製造所の場合は営業費が収入の

2倍近く を占め，経営は改善されないまま開拓使は廃止

されることになる。ちなみに茅部肝油製造所の明治10年

から14年までのタラ製造〈肝抗fl・タラ油 ・絞粕〉量や製造

費の明細を示ぜば，表 14のとおりで製造量も漸増して

いるが在庫量も増えている。 これは肝同油の需要が伴わ

ず，欠損要因の一つになったものと考えられる。

このような肝油製造所の経営不振は，試験的使命とい

121円65銭6厘

飽肝油製造所払下定款
（『明治17年大政官公文書』

「農商務省1月」）

伺 明治財政史編纂会編『明治財政史』，第一巻，丸喜，明治37年， 935～936頁。
伺 前掲（30), 805～806頁。
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う性格からみてやむ得ないことであった。しかし肝油製造所は貸与，払下げの経過をへて民業

に引継がれ，肝油企業育成の役割は十分に果し，所期の 目的を達成したものと評価できょう。

つぎに財産の状況については，表－13・15・16に示した。肝油製造所の工場は茅部郡内4カ

所に分散して建設され，各工場の規模や備品品目の種類および肝油製造量からみて，小規模な

工場と思われる。技師や雇用工員数については不明である。

6）肝油製造所の貸与 ・払下げ

官営工場の政策目的は民間企業の保護 ・育成においていたので，開拓使にあっても民間資本

蓄積の進行につれて「工場払下概則」 （明治13年訓達〉に基づいて民間への払下げ，あるいは貸

与方策に転換されていった。

(a）肝油製造所の貸与

タラ原料の供給が十分にできず採算がとれない状況にあったので，茅部肝油製造所の従業者
闘

は同「概則」に則り，1881c明治14）年11月同肝油製造所の 4工場の払下げを請願した。しか

し 肝油の品質低下を考慮して許可されず， 肝油製造期に主任官吏を派遣して監督する条件

で， 1882c明治15）年1月請願の従業者 6名に貸与することにし（表－17), いわば官有民営と

なったのである。このような肝油品質保全にたいするきびしい管理監督のため，製品の品質は

官営事業のときに比べ少しも劣らないものであったとされている。 1882c明治15）年 2月，開

拓使廃止にともない茅部肝油製造所は農商務省に移管された。さらに同年3月，農商務省工務

局に移管し，翌日年同省北海道事業管理局に所管替えとな り，旧開拓使官営工場は統一管理さ

れることになった。

(b）肝油製造所の払い下げ

18.83 c明治17）年1月北海道事業管理局は， 旧茅部肝油製造所の貸与者（表－20）が製造技術
制

を習熟したものと認定して払い下げを行った。肝油製造所の営業と維持は，全村共有の形態を

とり， 「払下定款第 1条」（図ーのにみられるように「鱈肝油製造ノ業ハ益精進ヲ旨トシ決シ

テ濫製ノ所為アノレヘカラス」と，当局は品質保全を明文化して注意、を喚起していることが注目

される。

5. 開拓使前後期の肝油工業の概況

開拓使によって肝油工業の振興策がとりあげられ，民営事業と官営事業の並立によって推進

されてきた。とくに官営茅部肝油製造所は， 経営的には不備な点もあったが，肝油品質の保

全 ・改善等の肝油工業の基礎的な技術指導の役割を果し，その後の北海道肝油工業の急速な発

達の基盤を築いた。 1887c明治20）年までの肝油工業の推移を考察して評価を試みたい。

茅部肝油製造所は開拓使廃止後， 肝油製造所従業者に民間貸与をへて， 1884 c明治17）年に

制 前掲（30), 805頁。
伺 重量商務省『明治17年大政官公文書』。

44 



肝油の産業技術史的研究（2)（.小野）

表ー 18 明治前期の肝i自生産量

年 次 生産量 生産額 年 次 生産量 生産額

(kg) （円） (kg) （円）

1868（明治元） 試製（1) 4,402(4) 

1869( II 2) 不明 1881 ( II 14) 7 ,200(3) 

1870 ( II 3) 不明 11,350(2) 6,000 

1971 （刀 4) 不明 1882 ( II 15) 9. 000(3) 

1972( II 5) 不明 1883 ( II 16) 11,220(3) 2,431 

1973( II 6) 不明 4,000(5) 

1874 ( II 7) 480(2) 48 42, 00(6) 

49(2) 133 1884 ( II 17) 10,404(3) 1,907 

1875 ( II 8) 不明 60. 000(5) 

1876( II 9) 19. 990(3) 132. 000(6) 

1877 ( II 10) 14, 750(3) 1885( II 18) 16, 159(3) 1,212 

492(4) 45,000(5) 

1878 ( II ll) 613(4) 292 92,442(6) 

1879 ( II 12) 871(4) 901 1886( II 19) 14,332(3) 21,075 

2, 100(5) 48,000(3) 

1880 ( II 13) 1, 663(4) 231 1887 ( II 20) 2,100(3) 263 

4 ,200(3) 

（小野作成）

(1）大蔵省編 r開拓使業報告』，第三編，明治18年， 806～8075'（。

(2 ） 『明治fliiJtll産業発達史資料』 ， 第一集 (1 ），明治文献資料刊行会、 304～05頁， i明治 8~勧業

寮編成「明治7年府県物産表Jo

(3）土産喬雄編『現代日本工業史資事l』，第三巻，労働文化社，昭和24-{f-,294頁。

(4）大蔵省編 r開拓使事業報告J，第三編， 803頁。

(5）北水協会編 r北海道漁業志稿』，図jf]:刊行会，昭和52年、 314頁。

(6):1t水協会編 r北海道漁業志稿』，図1＇：＇刊行会 ，昭和52ip,314～316頁。

表ー19 明治前望月肝油輸出状況

年 次 輸出:!11 備 考

(kg) 

1879（明治12) 輪出実績 開拓伎による試験的輸出(1)

1880 ( II 13) 不明

1881 ( II 14) 不明

1882 ( II 15) 不明

1883 ( II 16) 不明

1884 ( II 17） 約21,000(2) 

1885 ( II 18） 約16,000 明治17年の輸出肝i山が組惑のため輸出誌が減少

(2) 

1886 ( II 19) 不明

1887 ( II 20) 不明

/P，典 （1）大蔵省編 『開拓使事業報告』，第三編， 803～805頁。 （小野作成）

(2）土屋喬維編 r現代日本工業史資料』，第三巻，労働文化相，昭和24年， 294頁。
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農商務省から当該企業従業者に払下げられ，道南地方を中心にして，地場資本による小規模肝

油企業によって肝油工業が展開されることになった。この状況を肝油生産量（表－18）・肝油輸

出量（表－19）からみることにする。肝油生産量は， 開拓使廃止前 1年の明治14年を画期と し

て年による変動はあるがほぼ年産10トン以上を推移するようになり，開拓使の肝油工業政策の

実績が効果をもたらしたものとみられる。

輸出については資料が乏しく， 開拓使廃止後は統計上は数年の空白になっているが， 1891 

（明治24）年以降で輸出量と輸出金額が明かに増加の傾向にあった（明治後期の状況については，

第3報でふれることにする〉。

輸入量については表－6に示すように，1873c明治16）年以降で統計表にみられるようにな

り， 輸入金額も明かになる。国産品肝油の生産量が増加したにもかかわらず輸入品は増加の傾

向にあって，肝油の園内需要が増加してきたものとみられる。

以上のように，明治前期の北海道肝油工業は，開拓使，官営肝油製造所および内務省、司薬場

の指導のもとにその基盤が整備され，明治後期の発展に貢献したものと考えられる。

6.ま と め

(1）開拓使による北海道肝油工業の保護育成政策は，民営工場と官営工場の並立で推進され，

北海道肝油工業のその後の発展の基盤を築いた。

(2）肝油製造技術は，ニシン油を中心とする在来産業の製油技術と，幕末にオランダから輸入

された書籍によるコピ一生産技術をベースにして，可薬場や開拓使の指導により技術形成され

たもので，お雇い外国人技術者の雇用や器械輸入による技術導入はなかったものとみられる。

(3）開拓使の肝油工業化政策は輸出振興の目的をもっていたため，司薬場の技術指導のもとに

肝油の品質の改良に特段の指導と監督がおこなわれた。また博覧会等への出品を奨励して，輸

出振興と内需拡大が促進された。

(4）北海道の肝油工業は，工業地理的条件（原料依存型 ・自然依存型〕に恵まれ，最も適切な工

業であった。すなわち，原料のタラが豊富で，冬期の漁獲と肝油の精製に不可欠な低温王器境が

天然に確保できることは，北海道肝油工業の発展を促進オる基礎的条件を備えていた。

(5）官営茅部鱈肝油製造所は，開拓使によって 1877c明治10）年に肝油試験製造工場から始ま

り， 1880c明治13）年，「作業条例」に編入して正式に発足した。 1882年，開拓使廃止にともな

い民間貸与をへて1884年に貸与者に払下げた。 地場資本的な小規模肝油工業の育成の推進力と

なり， 工業化の準備を果たしたものと評価できょう。

〔付記〕 木研究のご指導を賜わった大阪経済大学中間哲郎教授ならびに京都大学長学部水産学科坂口守彦教

授に深謝します。また種々ど教示賜わった近畿大学農学部倉田亨教授に厚くお礼申しあげます。

46 



肝油の産業技術史的研究（2) （小野）

The Development of the Cod Liver Oil Industry by the 

Colonialization Department of Hokkaidδ 

、、，，，Y
 

4
L
 

・2ぐM7
 

6
 

0
・m

N
日

｛

1
 

・1

ほ

y
’b
p

 

’b

s

－れ

O

ぱ

v
d
χ
 

a
出

吋

A
n
E
 

α
 

z
k
 

a
 

p

、“o
 

r
’町、、

The Colonialization Departm巴ntof Hokkaidδmanaged some industries in order to 

start projects for developing the Hokkaidδarea. The cod liver oil industry which was 

one of them was promoted by both national enterprize and private enterprize und巴rth巴

direction of the Colonialization Departm巴nt.

In 1877, the Kayabe Cod Liver Oil Factory was temporarily established by the 

Colonialization D巴partm巴ntin order to r巴searchextraction and purifying methods of cod 

liver oil and to test the products. On巴 yearlater, in 1878, a privately run factory was 

established for th巴 firsttime under the direction of the Colonialization Department. In 

1880, the Kayabe Cod Liver Oil Factory was formally establish巴dbas巴clon th巴“Sagyδー

jyorei”law. Aft巴rthe Kayabe factory reached its goal, it was leased to a private busin巴SS

betwe巴n1882 and 1883, and th巴nit was sold off in January, 1884. In this way, the 

national factory played a leading rol巴 inthe growth of th巴 codliver oil industry and 

rapid development of th巴 industryin Hokkaidδwas accomplished. 

The t巴chnologyn巴cessary for producing cod liver oil was worked out by the 

Colonialization Department under th巴 technicaldirection of Shiyakujδ （The National 

Institute of Hygine) by trial and error research using the following information: (1) th巴

technology which was popular at that tim巴， formaking fish oil products (2) pharmaceutical 

information from some European books which th巴ywere able to g巴tin Japan. (3) 

information on cod Ii ver oil from the book“Shichishinyaku”（edited by Dr. Ryδl王ai

Shiba), which mainly included the minutes of Dr. Pompe van M田 rdervoort's medical 

lecture. It seems that they did not depend on a technology transfer, that is, th巴 technology

for making cod liver oil products was not brought into the country by for巴igntechnologists, 

nor wer巴 anyspecial instruments imported. 

The Colonialization Department and Shiyakujo also direct巴dthe quality control and 

the improvements of cod liver oil products. They encouraged privat巴 enterprize by 

exhibiting their products at expositions. As a result, the substantially export of the 

product was promoted and th巴 importof it decreased. The success of the cod liver oil 

industry in the Hokkaido area was mainly due to its industrial g巴ographiccondition. 

Cod as a raw material could be caught abundantly in the cold s巴asonand there was a 

naturally low t巴mperturecondition which is indispensable to the purification process of 

cod liver oil for the sake of the elimination of some oth巴rlipids (wintering process). 
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Th巴巴conomicsystem which made use of the cod liver which had b巴巴ndisposed in th巴

process of making cod meat products until that time also contributed to the promotion 

of th巴 industry.

48 


