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漁撈を学んだ一人として 

                                     長谷川英一（25漁大） 

 

はじめに 

 

著者が母校に在学していた頃，漁撈学講座の

助手をされていた竹内正一先生が楽水 No.868

の海鳴りに，母校漁撈学講座の変遷について書

かれていました。 

当時の漁撈学講座の前身は漁業学科漁撈学教

室で，講座制への移行にともない漁法学講座と

漁撈学講座に分かれました。著者が在学したの

は漁法学講座ですが，漁撈学分野を元として学

び，漁撈学に関わる仕事に携わらせていただい

てきました卒業生の一人として拙文をしたため

たいと思います。 

 

『漁撈』ということば 

恐らく，漁撈の『撈』の字は他の分野の方々

には全く馴染みがないのではないでしょうか。

瀬谷出版株式会社発行の“「旧字源」旧漢字でわ

かる漢字のなりたち” ，青木逸平著に寄ります

と，『𤇾』のもとのかたちは『  』， 先に火

の付いたたいまつを組み合わせた様を表し，そ

れが地面にすえてあるから篝火，勞はかがり火

をたいて力をつかうこと。また，そのようには

げむことで，はたらく（労働），つかれる（疲労）

それをねぎらう（慰労）意味になった。と書か

れています。また，平凡社発行の“常用字解” ，

白川静著に寄りますと，『   』は聖火であり，

その神聖な火で耒（すき）を祓い清める儀式を

勞といい，農耕の初めと終わりに農具を祓い清

める儀礼があり，その儀礼を行うことによって

穀物への虫の害を防ぎ，穀物の豊作をえること

が考えられていた。と解釈しています。 

このことから，魚を探して単に水の中からす

くい上げる，すなわち捕獲すること以外に，篝

火をたいてその光に寄ってきた魚を神聖な道具

を用いて，水の中から力を込めて捕獲するとい

う意味が漁撈という字にはあるのではないかと

考えます。単純に魚を捕獲するだけなら，漁の

字のみでも十分なはずですが，力を込めること

が大切で，海の恵みへの感謝の気持ちも撈の字

には込められているのではないかという考えに

至ります。 

また，魚を誘う篝火は漁業においては漁火の

意で，漁火という語を使用した和歌は万葉集（第

十九巻-4218）にも見受けられます。『鮪衝等 海

人之燭有 伊射里火之 保尓可将出 吾之下念乎』

で大伴家持が詠んだとされています。読み方は，

『鮪突くと海人の灯せる漁り火の秀にか出ださ

む我が下思ひを』となります。 

さらに，扌（てへん）ではありませんが，氵

（さんずい）に勞の字を書いた『澇』の字を使

用した文章は，日本書紀の仁徳天皇(十一年十

月)として，次のような文が記載されています。

『冬十月，掘宮北之郊原，引南水以入西海，因

以號其水曰堀江。又將防北河之澇，以築茨田

堤，・・・・・。』これは，『冬十月。宮の北の郊

原を掘りて南の水を引きて西の海に入る。因り

てその水を号けて堀江と曰ふ。又将に北の河の

澇を防かむとして，茨田堤を築く，・・・・・』

という意です。氵に勞と書く澇の音読みは撈と

同じく，“ろう”ですが訓読みは“おおなみ”と，

Wiktionary や weblio 辞書に記されています。 

 

水産学の誕生 

このように，漁撈の撈に繋がる語は古くから

使用されています。水産の語源と水産学のはじ

まりについては，黒田一紀ら （2017,2018）が

詳しく述べていますが，この水産学の一分野と

しての漁撈学という言葉が使われはじめたのは

いつ頃からなのでしょうか。 

明治維新以降，様々な分野での海外技術の導

入が図られ，中でも農業が開拓の先鋭と見なさ

れました。松浦武四郎は蝦夷地を北海道と命名

しましたが，明治政府はその北海道に省と同格

の北海道開拓使を設置し，北海道を維新後の国

力増強に活用して士族に授産することを目的と

して行った施策の一つとして 1875 年（明治 8

年）に札幌学校を開設しました。そして翌年の

1876年（明治 9年 8月）に札幌学校を改称し

て札幌農学校が開校されました。そのときの初

代教頭はウィリアム・スミス・クラーク博士で

1863 年に創立したマサチューセッツ農科大学

の第3代学長をしていた人でした。その札幌農

学校の１期生には後に札幌農学校校長そして北

海道帝国大学初代総長になった佐藤昌介がいま

す。また，2 期生には新渡戸稲造，内村鑑三，
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伊藤一隆などがいます。当時卒業式に数名の代

表が演説することが習わしになっていて，内村

鑑三の演題は「大洋の農耕（漁業）」で「漁業も

亦学術の一なり」と演説したそうです。伊藤一

隆は芸能人の中川翔子さんの高祖父に当たる人

で，後に北海道初代水産課長を務めています。 

こうしたことは，水産学あるいは漁業に関す

る授業が当時の札幌農学校では既に行われてい

た証拠と言えます。それは，マサチューセッツ

農科大学およびハーバード大学出身のジョン・

C・カッター博士が1878年（明治11年）に札

幌農学校に招聘され，博士は1880年（明治13

年）から農学の中の一つの学問として水産学の

講義を日本で初めて開始したことからも明らか

です。 

その後，官民の間に文部省直轄の水産高等教

育機関の設立を望む声があがり，1907年（明治

40年）に札幌農学校に水産学科が誕生しました。

そして学科主任には，札幌農学校を1889年（明

治 22 年）に卒業し，農商務省水産講習所技師

であった藤田経信が就任しました。なお，この

水産学科開設時は漁撈部，養殖部，製造部の 3

部がありました。 

 

漁撈学分野の誕生 

明治政府の内務省は 1873年（明治 6年）に

設立されますが，その内務省勧農局によって現

在の新宿御苑の地に農事修学場が 1874 年（明

治7年）に設置されます。その後，その修学場

は1878年（明治11年）に駒場に移転され，駒

場農学校となり，関沢明清が校長に就任します。

関沢明清は元加賀藩士で，1873年（明治6年）

に開催されたウィーン万博で水産業の重要性に

触れ，アメリカで魚の養殖や缶詰製造を学び，

日本で初めて鱒の人口孵化に成功（1877年（明

治10年））したことでも有名です。また，1877

年（明治10年）に設置された樹林試験場は1882

年（明治 15 年）に東京山林学校と改称され，

1886年（明治19年）に駒場農学校と統合して

東京農林学校が設置されて翌1887年（明治20

年 12 月）にその学校の中に水産科簡易科（東

大農学部の前身）が設立されました。その教授

陣の中の一人として関沢明清がいました。学科

課程には漁具漁撈論や漁業律などの科目名が見

られます。これが我が国最初の官設水産教育機

関です。しかし，この学校も1回のみの生徒募

集で中止になりました。 

内務省勧農局には1877年（明治10年）に水

産係が設置され，5年後の1882年（明治15年）

に大日本水産会が創立されました。大日本水産

会理事で元会津藩士の河原田盛美は，政策提言

「水産拡張論」をまとめ水産学校設立を農商務

大臣に建議し，1887年（明治20年9月）に東

京芝公園内に私立の大日本水産学校が開校され

ました。このときの生徒募集広告の中に，教授

課目の一つとして水産学や『漁猟学』が掲げら

れていました。 

続日本紀の巻第八，我が国5人目の女性天皇

である元正天皇の治世の養老五年(721 年)六月

乙酉の記録の中に『漁猟黎元』，すなわち漁業を

営んでいる民人という語を見出すことが出来ま

す。また，1888年（明治21年）に発行された

水産学校講義録（写真１）によると，初年級講

義科目として動物学，植物学，海洋自然地理学，

化学，物理学，数学，図書学そして実地演習と

して水産物および缶詰法などが揚げられていま

した。しかし，この大日本水産学校は短期間で

廃校になりました。 

その後，1889年（明治22年）に大日本水産

会水産伝習所が開校し，初代所長として関沢明

清が着任しました。水産伝習所本科の教育課程

には，製造科，蕃殖科そして漁撈科がありまし

た。そして，1896年（明治29年）に水産伝習

所官設建議案が通り，翌 1897年（明治 30年）

に農商務省水産講習所が開校し，初代所長とし

て松原新之助が就任しました。日本における水

産学教育に至るまでの簡易年表を図１に示しま

す。 

 

漁撈学分野の発展 

水産伝習所卒業生や水産講習所の本科漁撈科

卒業生の進路は遠洋漁業志向がみられるととも

に，府県水産試験場や府県水産講習所などの教

育・研究機関への進出が際立つようになってい
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ました。 

水産伝習所第5回卒の川口角也は水産講習所

技師となり，府県水産講習所，水産学校及び師

範学校水産科等の中等学校程度の教科書として，

また一般漁撈従事者の参考に供することを目的

として「漁撈論」を1926年（昭和元年）に編纂

しました。その本の序として，水産講習所所長

の松原新之助は次のように述べています。 

『凡そ事業を経營して，所期の成果を収めんと

欲せば實地に之を經驗せざるべからず。而も斯

道必須の書により，豫め斯學の論理と施行の順

序とを知悉して作業の方針を定むるは，事業家

の苟も怠るべからさるところなり。乃ち實地の

經驗家によりて記述せられたる書籍は，斯業に

於て世を益すること，亦幾層大なりと謂はざる

べからず。川合君は，漁撈の學に精通し，而か

も多年水産講習所にありて，實地の經驗に富め

ることは，世人の認る所なり今回君の手に成れ

る漁撈論が世に公にせらるるは，本邦漁業界の

爲め，予の大に喜ぶ所なり。爰に一言所思を述

べて以て巻首に辯す。』 

この書籍の写真を写真２に示します。 

さらに，1935年 （昭和10年） に官立の旧

制専門学校として北海道帝国大学附属水産専門

部の前身の函館高等水産学校が，1946年 （昭

和 21 年）にやはり官立の旧制専門学校として

鹿児島大学水産学部の前身の鹿児島水産専門学

校が，そして1947年 （昭和22年） に私立の

旧制専門学校として三重県立大学水産学部

（1950年（昭和25年）4月発足）の前身の三

重水産専門学校が漁業科，水産製造科，水産増

殖科の 3科として設立されました。このときの

初代校長は農学士で朝鮮總督府水産試驗場や中

央気象台に勤めていた倉茂英次郎でした。                     

水産講習所第 17 回養殖科卒の岡田弥一郎が

初代校長となった三重県立大学水産学部は

1972年（昭和47年）に国立三重大学に移管さ

れ，海洋生産学コース，水産増殖学コース，水

産食糧学コースの３コースに分かれます。海洋

生産学コースに属していた漁撈学講座は，農学

部と水産学部が統合して 1987 年（昭和 62 年

10月）に誕生した生物資源学部の水産学コース

水産資源開発学大講座漁撈学教育研究分野に引

き継がれました。その後，その漁撈学教育研究

分野は1996年（平成8年）に改組されました。

これは東京水産大学漁業生産学科の漁撈学講座

が改組された1987年（昭和62年）から9年後

のことです。これで名実共に漁撈学と呼ばれる

講座／研究室が日本の水産学分野から消失する

ことになりました。三重大学水産学部海洋生産

学コースの先生方の中には，水産講習所第49回

卒の山口裕一郎，50回卒の野沢靖，東京水産大

学第1回卒の野々田得郎，第2回卒の小長谷庸

夫等々がいらっしゃいました。こうした漁業分

野の諸先生方は母校で漁撈学を学んで赴任され

た方々です。 

 

おわりに  

著者は母校卒業後，日本大学農獣医学部水産

学科漁業生産学研究室（現在の生物資源科学部

の前身）に就職しました。日本大学の水産学科

は1947年（昭和22年）に設置され，発足当時

の漁業分野教授として，水産講習所や東海区水

産研究所などを歴任された水産講習所漁撈科第

35回卒の宮本秀明が就任されました。著者はそ

の後1987年（昭和62年）に前述の三重大学水

産学部／生物資源学部の漁撈学講座に転任しま

した。すなわち，漁撈を学び，その分野の軌跡

の延長線上で仕事をさせていただいた一人とい

うことになります。 

漁撈学の一端を担ってきたその講座は国連海

洋法条約に批准し，発効した 1996 年（平成 8

年）を最後として改組・消失しました。しかし，

海の恵みに感謝して力と心を込めて水の中から

魚を取り上げ利用させていただくという貴い意

味が込められた『漁撈』の精神は永劫引き継が

れていくものと信じます。 

最後に，漁撈の意味について紐解くことを思

いつかせていただきました竹内正一先生に衷心

より感謝申し上げます。 
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     図１．水産学教育の開始に至るまでの簡易年表 

 

 
   

  写真１． 大日本水産学校講義録 

  第壱号の表紙と初年級課目および担当教員名記載頁 
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  写真２．川合角也著『漁撈論』 

発行所記載頁（左）中表紙（中）背表紙（右） 


