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昭和25年の 3月であったと記憶する。

学友藤本武平二医博が，世にも珍らしい

内村鑑三自筆の「日本魚類目録」の稿本

を持参せられ，自分が所持していても無

意義であるから，最も有意義に活用せら

るLであろうと思う貴君に進呈すると申

し出られた。この稿本は章夫として内村

鑑三に仕えていた藤沢音吉が，どうして

所持していたのか鑑三残後その手に収め

ていたもので， 晩年失意であった彼は

「内村先生遺墨集」を刊行された長谷川

周治氏の世話になって膜目し，生前世話

になった御礼心にこれを進呈したので、あ

るが，内村門下であった藤本氏は長谷川

氏令嬢の媒酌をしたので，その御礼にこ

の貴重な稿本が長谷川氏から藤本氏に手

交されたとし、う次第であったO

明治17年11月家庭的悲劇jに直面して悶

々の情を抱き，決然故国を後に米国に旅

立った育年内村鑑三が，農商務省水産局

に勤務中，日本産魚類目録の編著を完成

したことは兼て話には聞ていたが，完成

発表寸前とし、う体裁の稿本がゆくりなく

も予の手に入ったことは，大なる喜でも

あったし軍事きでもあった。これは半世紀

以上も世に埋もれていたもので，嗣子内

村祐之君も「左様なものが交の書斉にあ

ったのを見たこともないし，交はそれに

就て一言も語らなかった」とし、ぅ。従っ

て内村全集第一巻「初期の著作」には勿

論載っていない珍らしいものである。半

切洋罫紙のノートブックに，当時日本か

ら知られていた 610余種の魚の種名と日

本名アイヌ名までが克明に，然も当時の

分類学上のI1頂序に従って羅列してあり，

処々に Apperdaと注意書をして大綱を

記入してから後に探し当てた種類が添加

してあれ巻末に引用した文献名が整然

と書き並べてあった。この大仕事に従事

していた年月が何処にも記述していない

し，結論も何もない未定稿で，いわばカ

ードの集積の如きもので何時頃の業績な

のやら知る由もなし、。そこで当時尚健在

であられた宮部金吾先生に委細を通報し

たところが，珍らしい発見だとて非常に

喜ばれ，魚類の類の字の偏が「婁」とな

って居ればウソ字を書く内村の真筆に相

違ない，そして該稿本が音吉の手から出

たということであれば，内村残後のドサ

クサ紛れに側近にいた車夫の音吉が持ち

出したものに相違なかろうと申し越され

それは明治17年の労作で宮部先生宛の書

簡に明記されてあるとて蒐文書簡の記事

を示された。

「明治16年クリスマス 農商務省にて

愛するマルキン」と書き起した長い手紙



1一節に

「目下可なりに忙しい，I水産慣行調

査」を委託され，主として天然歴史部

門を担当する。多分明年は，若し神が

充分な体力を与えて下さるならば，一

年中出張旅行することになろう。同時

にチャンパレン博士の日英新辞典にか

Lげるために，日本産魚類の目録をつ

くっている。こ

れは少くとも l

年位か与るだろ

う。また魚類に

就て70頁の木を

書いた。来年の

1月出版される

だろう。」

とあり，明治17年

2月18日に認めて

札幌え送った手紙

の中には

-L.f-

衝に

「例の如くここで魚類の研究を楽しん

でし、る。日本産脊椎動物目録作製に手

をつけている。役所の仕事は極少な

し、」

とある。(以上山本泰次郎氏訳による)

宮部先生が指摘された誤字もその通り

であったから該稿本が以上の書簡に現わ

れている業積の結

晶であることは疑

を容れる余地がな

いが，列記しであ

る参考文献として

はシーボルトの

FaulJa Japeuica 

が根幹となってい

る以外当時として

はこれ以上渉猟す

るのは不可能であ

ろうと思われるほ

「僕は午前 9時

に農商務省え出

動し， 12時まで

いて，主として

外国の漁業を研

究する。それか

ら東京大学の医

学部え行き，松

原新之助氏と魚、

内村鑑三，石河光哉筆

どその頃の文献の

すべてが，克明に

列記してある。明

治17年といえば筆

者が瓜々の声を挙

げた年で、あるが，

日本の自然科学界

はまだまだ暁聞の

類を研究する。目下板紙類を研究して

いる。 ちょうど今は i新種を発見し

たが，多分新しい属を構成するものに

相違なし、。僕の「不自然」な科学的情

熱の夢は，今や大分ゆるんだが，これ

から少し研究出来ると思う。云々」

越えて明治17年 9月15日，東京大学動物

学研究室発で、札幌宮部先生宛で、送った書

時代であった。後

に我国の動物学界を背負って立った石川

千代松，飯島魁，岩川友太郎等の碩学は

等しく東京英語学校で学んだ内村鑑三の

クラスメートであった。そして鑑三青年

がこの魚類目録に熱意を傾けていた折に

は，正に雲を呼ばんとするそれ等の較竜

が随処にひしめいていた。

現今の魚学の立場からいえば，この魚
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類目録の内容は範とするに足らぬとけな

す人もあろうが，明治17年にこの目録が

公刊されて世に出ていたならば，どれほ

ど日本の水産界に光を与えたことであろ

うか。

元来あらゆる丈献を渉猟して既知種の

目録を造るということは容易ならぬ努力

を要する仕事で事に当って見た当事者で、

なければ，その労苦はわからなし、。況んや

当時年歯僅に23歳の鑑三青年が暗夜に針

を拾うが如き労苦を積んで極めて短時日

聞に六百有余種の魚類目録を造り上げた

その敢闘精神，さすがは内村鑑三である

と多大の敬意を表せざるを得ない。彼に

して若し家庭的悲運にわづらわされず，

一路学界に突進し得たならば，奔馬空を

蹴って行くの観があったろうし，我国の

水産界を照らす明星として輝いたことで

あろうが，神は彼を米国に送って予言者

内村鑑三に変態させた。

札幌農学校同室の親友宮部金吾がハー

ヴアード大学に学んでいたのと時を同う

して内村鑑三はアマスト大学に慈父の如

きシーリー総長の薫陶を受けていた。こ

の2ヶ年間のアマスト大学に於ける生活

は，魚学者内村鑑三を精神的に 180度転

廻せしめ，その信仰上に一大関心を来さ

しめて歓喜と情熱とに燃え立たしめた。

鑑三青年が深刻な罪悪観に基づき慎悩

煩悶の極に達しているのを見てとったシ

ーリー教授は「内村・君は君の裏をのみ

見るからよくなし、，丁度植木鉢に植えた

木の根を度々抜いて見ては成長をあせる

子供のようなことをしている。君は君の

外を見なければいけなし、。何故に己を省

みる事をやめてひたすら十字架の上に君

の罪を膿い給いしイエスを仰ぎ見ないの

か」と悟された。この忠告に鑑三青年の

霊魂はめざめ，始めて信仰の何であるか

を教えられ，人は修養叉は善行によって

救わる与のでなく神の子を信ずることに

よって救わる与のであるとし、う確信を抱

き， その後の信仰生活の核心fこ突入し 1
た。

かくて魚学者変じて熱烈な神の使徒とー

なった内村鑑三は，明治19年アマスト大

学の冬季休暇を利用して宮部金吾をハー

バードに訪問し，約 1週間滞泊して目交

を暖めたが，彼の宗教熱は頂点に達して

いたので，信仰上の話で持ちきりであっ

t.::.o 

「君は毎日顕微鏡をのぞいている

が，君ならばその下に必らずRurrani-

tyを認めるだろうな」

と内村がいったから

「そんなものが見えるものか」

と僕が即答したら，彼大に失望してい

たよ」

と宮部先生が笑って物語られたが，筆者

が小父さんと呼ぶ内村鑑三は

「僕が信任する宮部ですらマイクロ

スコープの下にヒューマニティーは見

えぬとし、ぅ。神の姿が心に宿らない日

本の学者共は困りものだな，君はいま

さxるところなき神の姿を見失うよう

な学者にはなるなよ」

と悟したが楯の両面を知る学者にとって

は愉快な先覚者達のし、し、草であった。

筆者が魚学を専攻すると聞いた内村鑑

三は満足そうな笑を詑べながら「そうか，

君が僕のあとつぎをやって呉れるのか，

愉快々々，それでは大きな問題を撰ぶの

だぞ，僕がテーマを与えるぞ，よいかFis-

hes of Japan s鍋この大論文を書き上げ



九るのだぞ，ところで君の同窓生違は大学

でどんな研究をやっているかね」と問

われたので， 一人は 「白魚の頭骨の研

究」他の一人は「蛋の皐丸に寄生する原

虫の研究」 と数えあげたら 「馬鹿ツ」

と百雷の落つるが如き罵声と共に「それ

は学問の一端かも知れぬが人生と何の交

渉がある。日本の学者族は人の知らぬこ

とを乃会独り知っているといって鼻を高

くするのだ，あきれた奴共だ」と叱り飛

;ぼされたが，その背北大予科の教授であ

t った犬滝圭之助氏の「日本魚類図説」を

評した言葉の中に

「白木国は魚類学者の楽園なり，全

世界の魚類の美は粋然として日本国の

河海に鍾るが如し，これに印度のもの

あり，北洋産のものあり，而して日本

海は特に魚類学的一区域を形成す，魚

類学的に見たる日本国は政治学的に視

たるが如き偏僻閏阻の固に非ず，魚類

学的日木は宇宙的なり， 之に印度支

那の産あれば，亦米洲カムサツカの産

あり，殊に其東海の産の欧州、!地中海の

それに酷似するは斯学の泰斗アルベル

ト・グヲシテルの鴬惇を惹きし所な

り，若し白木国是にして魚類学の指明

によって定められしならんには，その

教育の如き決して今日の如く狭陸にし

て局地的のものならざりしならん」云

々

とあれ予言者内村監三の拘に宿って

いた魚学の片鱗はこの一言によく現われ

ているが

「活魚はよく流に抗して湖る，死魚は

水流の玩ぶま L右往左往に流下する。

定見なき日本国民の行動何ぞ死魚、に似

たる」

と慨嘆されたこともある。

伊藤一隆と内村鑑三と轡を並べて日本

の水産界をリードしていたならば，さぞ

や美花を咲かせたろうにと思う。惜しき

2星を逃したという，下啓助氏の言，突

にその通りである。
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セツパリマス保護に関する

米・加雨{嘆約

4月16日号の海外水産情報にセツパリマス

保護に関する米・加条約が成立した内容(c. 
F.R一月誌所載〉がのっておりますので紹介

致します。

1956年12月28日米・加両国は，オツタワで

『ブレザー河系のベニザケ (Sackeyeslmon)

漁業の保護，保存及び拡張に関する米・加と

の条約~ (1930年5月26日調印〕の適用をフ

レザー河系のセツパリマス (pink阻 lmon)

にも及ぼす議定書に調印した。

この議定書によると， 1930年の条約条文に

相当多くの改正をを行っている。その最も重

要なる点は，ブレザー河系のセツパリマスを

も太平洋サケ・マス国際委員会の管綜下に入

れることになったことである。

この度の議定書によって，委員会はベエザ

ケと同様にセツバリマスについてもその調査 l
と管理に当ることになったわけである。即 i
ち，セツパリマスの最大の持続的生産性を確、

保すると同時に，その漁獲を米・加両国の漁

業者の聞で，均等に分配することになる。

フレザー河系のセツパリマスは，二ヶ年越

に産卵のため，これ等の海峡(ジュアン・7'.

フカ海峡1 ジョージア海峡〕を通過して，湖

上するもので，これがワシントン州(米)と

ブリティシユ・コロンピア〔加)の漁業者が

一ヶ年おきに捕獲する 10，000，000ドルにのぼ

るセツパリマスの大宗をなすものである。

; この議定書によって， 193昨の原条約を修

訂した。その他の点をあげれば ①委員会の

諮問委員会の人員を増加したこと ①ある一

定水域の漁業規制を行う上に，委員会の権能

に弾力性を増大したこと ①条約で規定する

水域に入ってくるすべてのセツバリマス資源

に対する委員会並に漁業調査機関の調査を強

イヒしたことなどである。

更に，この議定書には，米・加両国政府が，

今後 7年自に，会議を召集して調査成績を検

討しかっセツパリマス資源保護に関する今

後の対策を討議することを規定している。




