
“佐渡日報”（大正年代）にみられる大型動物の漂泳潔着記録を主にして

本間義治（新潟大・理学剖I)・三浦啓作（相川町凶r史編纂室）

新潟県沿岸における大型動物（海産11111乳類 ，海産拠 遣りたりと。

虫類，紐i本類，板鯨類，頭足類）の漂着記録について

は，古文書をも渉猟して本間 (l990a）に纏められた。

それを見ると気付くように，江戸時代から明治初期！

と，昭和に入ってからの記録はかなりの程度にまで

集められであるが，大正年代がすっぽりと抜けてい

る。いろいろと漁ってみたが，結局確とした文献や

文書を入手できなかったからである。その後も西務

原郡五ケ浜の亀の墓（本間， 1991a）や，古文書に載っ

ていた文政二年(1819）に柏崎海岸に打ち上がった鰭

脚類の一種の紹介（本間， 199lb），県内に残された鯨

の墓行脚（本間・箕輪・青柳， 1992）及び佐渡外海府に

（大正四年六月二十九日付）(1915) 

この文だけからでは，種を査定するだけの手掛

かりがなにもない。多分，背甲長が 30cmくらいのカ

メとすれば，少なくとも前前年の夏かそれ以前に瞬

化した多分 3歳の*11体と思われる 。

2. 大鑑が豊田の碁盤波へ上がった

甲の上に貝や藻が生江た

＝見るからに物凄い古亀だ＝

去る廿六日の午後三時頃真野村大字豊田の漁夫本

間勘七なる者が同村にて有名なる名所碁盤波を去る

建てられた亀の洞（佐藤・本間， 1992）などの資料を追 約十町の海岸を通りかかりしに，折柄逆巻く怒涛の

加発表していた際に，三浦から待望の資料が寄せら 中より何ならむ，大きな岩石の破片の如き物浮び来

れた 。すなわち，大正年代に発刊された“佐渡日報 りて時々 奇十圭なる音響を発するにぞ此はそも何事な

’という新聞の記事である。 らむと暫く其の場に件み居たるに次第々々渚遁近く

佐渡日報は，相川町の人，浅香寛が大正3年(1914) 寄り来たる模傑なれば，近付き見たるに此は如何に

3月に厳父と共に創刊し，昭和16年(1941)11月初日付 甲の長サ三尺大の大亀が恰も海底より姶ひ上げたる

け発行紙で終刊された車「閣である 。1何事分に漏れず ， 大岩の如き色をなせる甲に種々の貝殻及び海藻など

第二次世界大戦（大東亜戦争）の際の言論統制（一県ー の生ひ茂りて見るからに物凄く実に千高年を経たる

紙の政府方針）により廃刊になったわけである。浅香

は明治20年(1887)10月22日に相川町に生まれ，！日制

佐渡中学を経て早稲田大学独法手｜を卒業，弁の立つ

人で，町会議員や県会議員，各種組合長， 相川町長

などを務めた。政治好き（民政党）の文化人で，多芸

・多趣味，昭和20年(1945)1月15日に残したという

（後藤， 1969；その他）。

原文は，もちろん縦書きであるが，これを横書き

に直し，生物学的解釈などを適宜加えながら，以下

に採録し ，紹介したい。

が如く首の廻りは蓬々たる毛を生やしてパックパッ

クと口をあけ限をパチっかせ居たりければ打ち驚き

此の旨村へ急報し村民大挙して駆けつけ見たるに此

の亀は基盤波の主亀と云ひて従来も屡々村民の眼に

止まりたる事有る者なるが，今回斯くの如く上陸し

たるは何事か瑞兆の知らせならむとて村民一同大い

に喜び直に酒を買ひ来りて飲ませなどして打ち喜び

Eつ又昨年は畏くも皇太子殿下の上陸を恭うし今又

此の大亀の上陸有るは何れ近き将来に何事か一大慶

事の起るならむと打喜び居たるが同字内笠井米蔵な

る者が之を買ひ受け海中に放しやりて今様浦島太郎

1 .亀一疋這上がる を気取らむとせしもツイ此の事に至らずして此の大

一昨二十七日午後六時過ぎ当町羽岡wr小林由助方 銀は同夜死亡せりと云ふが多分此の鶏は正覚坊と稿

裏手海岸へ直径一尺位の亀が這ひ上がりたるを附近 して静岡県に多く棲息する類の者ならむと云ふが，

に居たる大字柴町寺尾某等が認め生捕りて酒を輿へ 兎にかく近衆珍らしき事とて毎日見物の人山をなし

海中へ放ちたるに又もや這ひ上がりたれば再び放ち て押しょするより其の侭大盤に入れありて一般の参
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眠を許し居る由なり。

（大正六年三月二十九日付） (1917) 

この記事によれば，貝殻すなわちカメフジツボ

と海藻が着生した加齢の進んだウ ミガメの一種と言

うことだけは察しられる。正覚坊を真に受ければア

オウミガメということになるが ，静岡県に多いのは

アカウミガメであるので矛盾する。市長が 90cm大の

カメということは，やはり大形の老化した個体だっ

たのであろう。寺島良安の『和漢三才図会』 (1712-

1713）によれば，緑毛亀の絵と説明があり ，同様なも

因は氷塊又は暗礁等と衝突して重傷を受けたもの』

如く大なる庇ありて其の庇口よりは新らしき血j夜る

流出しつつある所より察すれば銘れて後尚ほ久しか

らざるものならんと想像され村民は非情・の喜びにて

目下其の解部彪分に着手しつつありと，因に記す昔

しはヤスを打込みたるものなるも現今は捕皇制住より

モリを打込み其死を待って引揚ぐる仕掛けなれば此

のセミ鯨の受けたる抗出新じて捕鯨船の逸せるもの

にあらざるべしとなり。

（大正十一年二月二日付） (1922) 

のは，後藤繁春の 『髄観写真』（明和 8年頃，1771)に， 一前報（本間， 1990b）で，寄り鯨について紹介した際

「蓬莱亀宝暦 9年(1759)7月に東都麻布一本松亀 に触れたとおり，佐渡島には結構物知り人がおった

屋某鈎之即達上聞j として，いわゆる蓑亀の絵を載

せている（荒俣，1990）。蓑亀については，飯島(1902)

や上回(1974）が紹介しているように，イシガメ （ Cl~－

mmμs japonica）の背甲や頚部などにジュズモの一種

（亀甲ジュズモ）(Bas必ladia cl assa，往時は CM-

tomorpha chelonum var. jaρ011icaと査定されてい

た）が着生密集したものを指し，瑞兆とされてきた。

そして，古くは近衛天皇の久安 4年(1148）間 6月に

鎮西より入道相国（藤原忠実）に育毛亀を届け．さら

に鳥羽法王に献上した旨の記録が残っている。近年

のものとして，愛媛県小松崎，和歌山県田辺市，高

知県安芸市で見られた例が報告されている。蓑亀の

絵は，武井周作の『魚鑑』（天保 2年(1831）辛卯）に

も載っている。

しかし，本邦ではウミガメの甲に海藻の着生して

いた例は，内田(1973）が若齢アカウミガメ（甲長

177.4mm）の回遊生態につき講演した要旨以外には見

当たらなかった。なお，『和漢三才図会』には浮亀

すなわちフジツボの着生したような亀は美味である

ような旨が載っており，興味をひく。

3. 三聞の鯨小田に漂着

種類はセミと覚しく抗日から鮮！fJL流れ稀や新ら

しい大獲物

昨二月一日朝外海府大字小田沖合より港口へ向け

鯨魚一尾漂流しつ』あるをキl民の発見する所となり

多人数漁舟に乗出して件の鯨に綱を掛りて曳き揚げ

しが長さ三間齢にして其の種類はセ ミ鯨と覚しく死

と推測されるし，しかも大正年代に入ってからのこ

とであるから，セミクジラという同定は多分間違い

ないであろう。 もしそうであるとすれば，全長5.5m

前後の幼体セミ クジラ漂流の記録は貴重である。ま

た，大きな傷を蒙むった原因を氷見または暗礁との

衝突としているが，この見解は容易には受け入れ難

い。余程高緯度，すなわち極東沿海州寄りかオホー

ツク海でなければ氷山と遭遇することは無いし，本

州商海岸沖では生きたクジラ類が暗礁などにぶつか

るような事態は容易に考えられないからである 。日

本近海に洋式すなわち近代式捕鯨、法を取りいれたの

は，明治32年(1899）以降といわれているから，これ

との関係を全く無視することも出来まい 。小さな衆

落であるから，各家で分けても有り余っただろうか

ら，多分売却処分もしたのであろうが，どれほどの

金額を得たのであろうか。

4.怪魚を拾う

腹から三尺の子

首町大字下戸町鮮魚問屋喜三郎方の漁船は一昨日

二見村稲色約中合に於面部獣の如き怪魚が潔流しつ』

あるを拾得し相川演へ曳き来りて腹部を断ち割りた

る慮中より三尺除りの子が現れたるが此の司王何時し

か町内に停はり日々見物人山を築くの有様なるを以

て喜三郎方にては其筋の許可を得て大人二銭，小人

一銭の観料を徴しつ』ある由なるが右の怪魚は重量

約六十貫呂あり多分葦鹿ならんと云。

（大正十二年六月二日付）(1923) 
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一明らかに ，鰭脚類の一種の↑割台雌であることが察

しられる 。もし ，これがニホンアシカであるとする

と真に貴重な記録となる。 すでに ，木間(1989）が例

証を挙げて論述しているように，現在では絶滅した

と目されている日本海特産のニホンアシカの本県に

おける記録は ，明治末期で、終わっているからである。

それにしても ， "1923年 5月31日に体重 225kgのニ

ホンアシカ雌が佐渡島の西海岸沖に漂流していた。

胎児の長さは ，90cmほどで、あった”とするには，あ

まりにも図体が大きすぎる。すなわち ，伊藤（1984, 

1987）によれば，本種の雌の大きさは 1.7m, 1 OOkg, 

5-6月に出産，新生子のそれは 0.7m,8kg；一方，

トドの雌は 2.4m, 280kg, 5-6月に出産 ，新生子は

lm, ZOkgという。また，西脇(1965）も 1.85m, 90kg 

および 2.7m, 350kgと記しているから，数値上から

はこの懐胎雌はトドと思われる。

5.珍らしい海獣

帝大へ鑑定に

去る四日松ヶ崎村多国海岸に於て最新魚の地曳網を

曳ける際最後の袋の浮漂に一種の怪しき動物乗居る

を認め渡漫某といふ漁夫は逸早く小舟を漕ぎ出し近

づき見れば海豹なるより

大に驚き協力して捕獲したが海豹はおそれず人々

の手より直接餌を受てゐる馴々しさに附近の評判甚

だしいので長岡在住の志村興行部は直に人を走らせ

買取った此海豹の頭，手足，尾は他の海豹と更に嬰

りなきも全身に一寸乃至二寸の見事なる白銀色の毛

を生じ未だ曽見ざる者にて新潟師範皐校博物準教師

本間氏を初め各左手校教師に鑑定を乞したるも何れも

ないと思われる。

ところで ，4月中旬というと，ちょ うどカラフトマス

が北上し ，サク ラマスが川を遡河する候であるので ，

あるいは成獣と共にこれらの魚種を追って回遊して

いく途上の個体であった可能性もある 。

6.まとめ

以上，種名が不明のウミガメ 2例，セミクジラら

しいもの l例，多分トドと思われるもの l例，およ

びゴマフアザラシかアゴヒゲアザラシの幼獣らしい

もの l例を ，大正年代に離島で発行された新聞誌上

から探ってみた。 これら 5例の漂流漂着の時期は，

いずれもすでに本間(1990a）が蒐集整理した各動物群

のそれに一致するが，たまたま前報では大正年代の

記録が欠けていただけに ，たとえ少数例でも意義深

い。今後もこのよ うな努力を積み重ね，一層の充実

を言｜りたい。なお，本報ではその後，佐渡で見付け

たカメの碑その他については記さず，いずれも別報

にゆずることにする（本間・佐藤・三浦， 1992；など）。
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