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1． 研究の背景と目的

　正面に海を据える鞆では、海の恩恵を最大限に享受でき

る「漁労」が生業として営まれてきた。現在の漁師の暮ら

しには、永年の漁労生活の知恵が積層されており、その空

間的な痕跡が鞆にはまだ残されている。生活・文化から滲

み出る風景としての美しさは「鞆らしさ」を感じさせる重

要な地域資源のひとつであると考えられる。

　そこで本稿では、漁業という生業を媒体に鞆の生活空間

を記述し、分析することを目的とする。

　本稿が対象とする「生活・文化」を評価することは「モ

ノ」という評価し易い対象があるわけではなく、今回行っ

た調査は深く地域に入り込み、詳細な記述を通して、「モ

ノ」の奥に潜む多義的で多層的な人々の営みを浮かび上が

らせようとした試みである。

2．研究の方法と流れ

　本調査では、生活と空間が緊密に関係する生業を視点

に、現在失われつつある、鞆の漁業を中心とした生活・文

化を性格に記述し、これを分析することとする。

　研究の方法としては、漁業組合の事務所や漁師やその他

漁業関係者にヒアリング調査を行い、現在の漁師のコミュ

ニティを把握した。また鞆の生活空間において、漁師の生

活スタイルが空間に色濃く反映されている「江の浦地区」

をケーススタディとして、漁船数と停泊箇所や市（魚をさ

ばいて販売する箇所）等について詳細に調査した。

3．鞆の生業としての漁業

3-1. 鞆の海

　鞆は古来より潮待ち港として利用されており、江戸時代

には北前船、朝鮮通信使、江戸参府などの寄港地として栄

えた。このため、鞆には造船所が立地し、船具や漁具など

の鍛冶屋のまちとしても栄え、その後北東部に造成された

鉄鋼団地に移転した。

　鞆が面する燧灘と備後灘は、上は紀伊水道、下は豊後水

道より潮流がぶつかり、潮の変わり目となる場所である。

両灘の魚類は瀬戸内の海底に定着するものと、両水道の潮

流に乗って内海に入り遊泳するものとのがあり、その種類

と量が豊富な天然の良漁場と言われている。

3-2. 漁村集落の単位と漁協

　現在鞆には「鞆の浦漁業協同組合」が設置されており、

漁獲物の販売業務等は行わず、保険等の事務関連業務の

みを取り扱っている。鞆の浦漁業協同組合にヒアリング

を行ったところ、次のことがわかった。①漁業が盛んだっ

た頃、鞆には「原」、「石井」、「江の浦」、「平」の 4 つの

漁協が存在しており（図１）、保険等の事務関連業務だけ

でなく、漁獲物の販売業務も担っていた。②近年の漁獲

量の減少や後継者不足等による漁業の衰退から、組合員数

が減少し、それに伴い漁協組合の機能が縮小していった。

その結果、業務の効率化等を図るために 4つ漁協が合併し、

現在の組織体系に至っている。

　なぜ近年まで鞆という小さな地区に複数の漁業協同組

合（原、石井、江の浦、平）が組織されていたのだろうか。

「鞆今昔物語」では次のことが言及されていた。①二百隻

もの漁船は江の浦、原、平の各海岸に蝟集もしくは散在し

ていた。②鞆漁業の業態（漁法）は 10 種類あり、そのな

かでも江の浦、原、平がそれぞれ得意とする業態は異なる。

③船団の組織等にも漁村毎で違いが存在していた。
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　以上のことから、江の浦地区、原地区、平地区は、漁業

業態や生活コミュニティ等、全く性格の異なる独立した 3

つの漁村集落が起源であったことがわかった。各地区が漁

協を単独で設置し、後に石井が独立して漁協を設置したた

め、鞆に 4漁協が存在していたものと考えられる。

　また現地踏査から、市が集積する場所や漁師の溜まり場

などが原地区、石井地区、江の浦地区、平地区にそれぞれ

存在していることや地区毎に漁に関する慣習の違い等が

存在することが判明した。

図１.旧４漁協
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- 左図の a,b,c,d,e-

a: 木箱　b: 木箱　c: 鉄製箱

d: 発砲スチロール箱　e: 木箱

- 利用方法 -

・c の植えにまな板を置き、魚をさばく

・さばかれた魚を a,b の中に入れる

・c,d に獲れた魚さばくまで保管

・eは道具入れ
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4-2. 道具からみる漁師の生活スタイル

　魚を捌き販売するためのツールである「押し車」に関し

て実測調査と所有者へのヒアリング調査を行った（図１）。

　調査結果から、①「押し車」は全てオーダーメイドで作

られており、その形状はひとつとして同じものはないこ

と、②使う人の背丈に合わせて作られており、引き出しな

どのツールも「押し車」を使う人が自分の使いやすい形に

してもらうように業者に発注していることがわかった。

　漁業だけでなく鉄鋼業が盛んだった鞆だからこそ、気軽

に発注でき、容易に修理ができたため、「押し車」が江の

浦だけでなく鞆全域で広まったと考えられる。自然に人が

集まり会話が生まれるという点において、押し車はコミュ

ニティの核の一つであり、鞆の生業に根ざしたインフラと

して機能していると言える。

6. まとめ

　漁業という視点から生活空間やそれを支えるモノ（道

具）、生活様式などを記述することで、人が有機的につな

がっている鞆独自のネットワークを見いだすことができ

た。特に江の浦地区では海に面して、漁船、市、家が層状

に並び、一日の動線が浜辺を中心に行われている。また、

市を開く際に不可欠なツールである「押し車」は、そこを

基点にコミュニティが生まれる、漁労生活に根差したイン

フラである。そのツールを支える要素のひとつが鞆で盛ん

な鉄鋼業であり、生業同士のネットワークだと言える。

図３.押し車の実測調査

図２.漁師宅と漁船と市の箇所
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　以上のことから、現在鞆の浦漁業協同組合として漁師の

組織体系は一本化された状態ではあるが、現在の漁師の生

活におけるコミュニティ単位は、かつての 4つの旧漁協が

基盤となっていることがわかった。

4. 江の浦の浜と生活空間

　「江の浦地区」をケーススタディとして、その生活空間

の記述と分析を行った。江の浦地区を詳細調査の対象とし

た理由として次の３点があげられる。

　①最も古くから漁業を営み続けてきており、現在も漁師

を営む漁師の数が最も多い。②「漁船を停め、荷揚げをし、

魚をさばき、販売する」という生活の流れが浜辺の空間を

中心に営まれている。③魚をさばくための場所・道具が多

様で特徴的である。

　以上の３点から鞆において江の浦地区が漁師の生活ス

タイルが空間に色濃く反映されていると思われ、漁業を媒

介に生活空間を記述する点において最も適した地域であ

ると判断した。

4-1. 出港から帰港までの生活の流れ

　江の浦の漁船は碇をおろし、浜に打ち込まれた杭とロー

プで結ぶことで停泊させている。漁船と浜をつなぐロープ

には手漕ぎ舟が繋がれており、夫婦や親族、近隣住民等が

協力して手漕ぎ舟を操り、浜と漁船を行き来していた。

　江の浦において、市は県道沿いに家がある家庭は自宅

前で魚をさばいて販売しており、県道より内陸に自宅が

ある漁師家庭は、県道沿いにある祠の前のたまり場やオー

プンスペースを活用していた。

　ヒアリングから次のことがわかった。①市毎に取り扱っ

ている魚は異なるが、買う人は欲しい魚に合わせて市を選

ぶのではなく、常に同じ市で魚を購入する。つまり、近隣

住民だから近くの市で購入する、ということはなく、買う

人は売る人との相性（信頼関係）で店を決めている。②こ

のため、魚を購入してくれる人は常連ばかりで大体決まっ

ており、魚が売れ残ることはほとんどない。

　商売をする上で立地条件の良い県道沿いに市が集中し

ており、漁獲量が減少している現在において、市の集積空

間の商業機能は減少したものの、地元住民の交流の場とし

て、現在でも生活する上での重要な機能を果たしている。
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