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先に私たちは、佐渡相川町の浅香父子によって大 記したように〔本間， 1990；本間 ・三浦， 1992）、第2

正3年に創刊され、昭和16年（第2次大戦中〉に廃 次大戦前までに衰退した日本海捕鯨の消息、を物語る

刊された地方新聞の佐渡日報に掲載されていた大型 記事であるとすれば、 貴重である．その後、どのよ

動物の漂着記録を漁り、大正年代分について解説し うに売却されたのであろうかなど、処置について知

た（本間・ 三浦， 1992）ーこれにより、本間 (1990) りたいところである

の集録中に欠けていた年代を、ある程度埋めること

ができた．その後も、念入りに同誌を調べたところ、 ② 相川海岸へ 怪獣の死屍漂着

さらに 3~需の記事を見付けることができた．いずれ 目下専門家が鑑定中

も昭和年代の初めのものであるが、前報 （本間， 19

90）に未掲載であったので、他の l舗と共に、ここ

に採録し紹介したい．

① 西演j中で 八聞の丈歯車を拾ふ

捕鯨船の打ち洩らしか

「一昨廿七日午後二時頃二見村大浦沖合に長さ八間

鈴の大鯨の聖書死したのが漂流してゐるのを航行して

ゐる発動機船が発見して二見港に曳行目下陸揚げし

てあるが多分捕鯨船の打ち洩しとみられてゐる」

昭和 9年 (1934)8月29日

「相川町銭座海岸へ園館三間飴りの箆獣が漂着して

ゐるのを一昨日警夫が禁見、昨朝来見物人が押しか

け時ならぬ賑ひを呈したが前記の豊富獣は死後相蛍の

日子を経過してゐるらしく全種腐燭し鼻気鼻を衝ば

かりで目下専門家が怪獣の何ものなるかを鑑定して

いる」

昭和9年 (1934)8月29日

獣をけだものと見なし、仮に鰭脚類とすると、最

大のトド雄でも 4m余なので、 5.4mとし、う数値は大

きすぎる．鯨類とすると、アカボウクジラやゴンド

ウクジラ類、ツチクジラなどの成体の大きさに匹敵

する 一体どのような動物であり、その後の結果は

どうだったのか、知りたいところである

14. 5m程もあったクジラというから、コイワシク

ジラでなく、コククジラやザ、トウクジラまたはマツ

コウクジラなどのいずれかであったのだろう．ナガ

スクジラという可能性も棄て去れない． どのような ③ 大謀網に鯨必ず頻々ご入来

理由で、捕鯨船の打ち洩らしと推測しているのか、 浦川漁場でやっと捕獲

その根拠は全く示されていない． しかし、以前にも
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「最近両津沖合には鯨の国務績りで十二日も加茂村

浦川｜の大謀網に十間鈴の鯨が四五尾もか、ったが何

分大物のため網を破って逃げたが翌十三日は又もや

七八間位の物と四間位の小鯨が網に入り大きな方は

ロ プを切って逃げ小さい方のみを漸く捕獲、両津

に陸揚げの上同夜直に新潟市場へ送った」

昭和11年 (1936)7月15日

連日、しかも夏に大型クジラが入網したという注

目すべき記事である 目測であるからもちろん正確

性を欠くが、それにしても12日には18m余というナ

ガスクジラ級の大物が45頭、 翌日も13-14m（まどの

もの l頭と、 7.Zm l頭とが入網しているのである

従来の記録によると、夏期に定置網に入るクジラ類

は、コイワシクジラであるので、多分この主も本種

でなかったかと思われる．それと、当時のロ プ

（多分マニラ麻）が弱かったことがうかがえる記事

である

（楠）海の道化物 ｛£度七奇魚発見

「鯛の婿源八」と 「龍宮の鶏」

両津漁師の網に

「佐渡の七輪として馬琴の随筆 『維の記』に
とり

紹介され有名となってゐるものに 『龍宮の鶏』 『鯛

ひろ

鰭をパツと披げ頭の様子が 『龍の落し子』見たいで

鼻の先から一センチ半ばかりの紐みたいなのがあ、と

けたっぷりにぶら下ってゐる、 『源八』さんのお婿
おと

入りに龍宮でおけさ踊りをやるのはこんな魚共かも

知れないー 之等の奇魚、が馬琴に知られたのは嘗時

萄山人等と交友のあった相J11の人石井夏海が紹介し

たものだろうといはれてゐる」

昭和ll年 (1936)7月15日

江戸後期の劇作家滝沢馬琴 (17671848）こと曲亭
えんせき にまぜ

が編集した 「~！＇＼~石雑誌烹雑乃記」 （文化 8年， 18 1
1)は、神田の柏栄堂から上梓されたものである．そ

の上巻の l節に、 「佐渡に三十種の異魚ありとし、ふ

・・ 」に始まる文がみられ、 “鮫の守り”とい

うトラザメの卵鞘をはじめ、 “針千本” （ハリセン

ボン）、 “箱フグ” （ハコフグ）、 “鯛ノ笠源八”

（マツカサウオ）、 “とこひれ” （トクビレ）、
かねたたき

“龍宮の鶏” （クマガ、イウオ属の一種）、 “鉦鼓魚、

（マトウダイ）が図示されている．これらのうち、

鮫の守りを除いた 6種に、 “自白船” （タコブネ、カ

イタコ）を加えたものが佐渡の七奇魚といわれてい

るものである．

往時はとにかく、 機船底曳網漁が行われている現

在では、どの種類も珍稀魚ではない．奇魚、の意を形

態の奇なるものとしても、取り上げる程のことはな

の婿源八』 『はこふぐ』 『たこ舟』 『龍のおとし子』 かろう しかし、これは飽くまで現代的感覚で論評

『とこひれ』 『針千本』がある．之等は本場の佐渡

でも網に入ることは非常に珍しく持ってゐる人も先

ずないといはれてゐるが今回この中で珍品とされて

ゐる 『龍宮の鶏』と 『鯛の婿源八』が相川町中川雀

子氏の手に入った．両津町近くの漁師の宅で偶然見

つけ縫った魚だと持ち帰って色々調べた揚句これに

間違ひないと判った 漁師の話其他から考へるとこ

れは二っとも両津湾に棲む藻魚の一種らしく 『鯛の

婿源八』はその名の如く鯛によく似た恰好で長さ八

センチ位、生きてゐる時は鮮紅色の美しい姿だとい

ふが鎧のやうに堅い菱形の鱗に一々刺が生えてをり
つの

更に背中に三本、胸鰭に二本角のやうな刺が出てゐ
いか

るとし、ふ巌めしいお婿さんだ、 『背巨宮の鶏Jの方は

アブラメに似た黒茶色の種色で長さ十センチ位、背

しているにすき‘ず、江戸末期ではあるいは珍しかっ

たのであろう．それと、方言が言い得て妙であり、

感心する 龍宮の鶏は、蹴（しゃ ちほこ〉、つまり

城郭の大様の両端に飾った威容ある仮空の魚形のモ

デルになっている魚、である．蛸船は、越後長岡藩の
なよせ

医師丸山元純も、その著 『越後名寄』の中に、 「何

レノ浦ヘモ十月之頃ヨリ波ニユラレテ寄来ル螺、大

ナルモノ七、八寸・・・ 」と紹介しているほどであ

る（宝歴 6年， 1756).してみれば、当時より風物詩

として知られていたことが察しられる．ただし、マ

ツカサウオの生時の体色が鮮紅色であるという記事

はいただけない新潟大学佐渡臨海実験所（本間義

治所長〉では、ずっと飼育しているが、鮮黄色が正

しい．なお、 卜クビレは、 「佐渡州物産」Cl737 ?) 

oo 
－－ 



にも載っている（本間， 1991).

これらの魚種を両津より入手された中川雀子は、

明治22年(1889)9月22日に佐渡郡赤泊村外山に出生

本名 郭二、幼名広吉、明治27年頃に真野町竹田よ

り両津（町）に出、加茂尋常小学校を中退、 蕎麦屋

を業とし、佐渡で初めて種物、ノパを商し、した．その

後昭和10年Cl935）に相川町に出、 土産物店を経営し

たり したが、昭和13年に両津に戻り、 「佐渡民芸研

究所」を起こし、 “夷人形”を復活したり、現在の

“のろま人形”を作り売り出したりした

昭和32年(1957)9月に、財団法人佐渡博物館が開

館されるや、芸能部員として参加した佐渡民謡を

研究し、 “両津甚句”を復活させたり、 “佐渡おけ

さ”の由来を探り、名称、統ーを計ったりした，趣味

は広く 、俳句俳画、狂歌、 蓄を良くし、古銭収集も

行ったこのように、自然科学の素養はあるとは思

えず、自然誌ないし博物学者の純時に入る御仁でも

ない しかし、古文書に載っている魚種の正体を探

り当てた喜びゃ得意は読み取れる 昭和41年(1966〕

l月13日に残す

今回は、昭和の初期に、大型の群れクジラが佐渡

両津湾に押し寄せたという事実を知ったことを多と

し、紹介するに留めておく．
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