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私たちは、大正3年から昭和16年 (1914-1941〕ま

で発刊された“佐渡日報”に載っていた大型動物の

漂着記録を渉猟し、紹介した（本間 ・三浦， 1993.19 

94）. これら 2編で述べた通り、この作業により、

本間(1990）が蒐集してi臨めた記録には~！恥、明治～大

正年代のものを、何例も加えることができた

ところで、 三浦が佐渡関係の資料を採るため、現

在の“新潟日報”の前身の一つの“新潟新聞”の極

く一部を調べていた際に、クジラを初めとする大型

動物の漂着や採捕の記録を幾っか見つけた．これら

も、それなりに興味深い内容を含んでいるので、前

2報に引き続き紹介しておきたい

新潟新聞は、明治10年(1877)4月に新潟市で創刊

されたが、その前身は隆文社で、初代社長は明治初

期の新潟の経済 ・文化面における指導者鈴木長蔵

であった．また、初期には政界で活隠した尾崎行雄

のような第一級の人物をはじめとし、市島謙吉や志

賀重昂らが主筆を務めた． 日刊新聞として2.300音ll

を発行し、大正6年0917)8月には坂口仁一郎が社

長となり、朝夕2回発刊した．第2次大戦前には、

新潟市と下越地方で“新潟毎日新聞” （創刊は明治4

3年， 1910〕と雄を競った しかし、御多分にもれず

戦中の政府の方針で、昭和16年(1941)8月に両紙は

対等合併して“新潟日日新聞”となり、さらに、 19

42年には l県l紙政策により“新潟日報”に引き継

がれたのである．

今回は、明治15年0882）から明治45年Cl912）まで

の一部の新問中に8例の記事を見つけたので、これ

らを、逐次掲載してみる．

① Oまた佐渡羽茂郡清上 （清士岡上）の漁夫藤本
とりひ

嘉吉は去月は九日同村竹見川の沖合にて獲捕し大魚、

は長二丈三尺胴の回り一丈O五寸余にして何の魚、な
やが どう

るを知らず勝て磯遁へ曳来り腹を割り見むに鳥賊百

四十五億［其他多くの鯖小鯛等を蔵置たり文日中には

金色なる大固形ありて其量十四貫目余／／／／短万

にて刺客ljしが中より長大なる蛇数百匹這出で鎌首を

撞げ赤き口を聞きつ下げ、居合せたる人々に向ひけ

れば直後打ち殺して海へ棄て彼の大魚も必ず毒魚な

らんと亦海中遠く打棄てしとは近ごろ稀有の談なり

明治十五年(1882）六月八日

長さ約7m，胴回り約3.2mもある魚というと大型の

肉食性サメ （ホオジロザメ、アオザメなど）以外に

は考えられないが、数百匹のへビにひっかかる 南

西諸島やそれ以南の海で呑みこんできたウミヘビが

佐渡沖まで腹中で生きつずけるとは、到底考えられ

ないことである 仮にクジラの一種としても、説明

も及びもつかない事態である．奇怪な記事としか言

い様がないが、尾鰭のついた誤報としてもまか不思

議である．

e・鯨の漂着から出訴

頃日佐渡加茂君I！椎泊村へ鯨の漂着せしを早くも村
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民ハ之を見付けて引揚げんと手配中夷港の漁夫ノ、漁

船四五十般に乗組て押来り奪ひ去らんする際尚又村

民数多駈来り種々論判の末夷港の漁夫は遂に奪ひ去

りしかば椎泊村民は相川裁判所へ訴出でしと云ふ

明治廿一年 (1888）四月七日

この椎泊沖で漂流していたクジラ(1888年3月25日）

の墓と裁判提訴にまで至った事情については、すで

に数編発表されておるので （本間，1981,1990；本間

・箕輪・ 青柳， 1992a, b；福嶋， 1986,l989）、ここで

は触れないことにする目たかが？クジラ l頭の所有

権をめぐり、裁判さたになり、それが当時の佐渡の

月刊雑誌“北漠雑誌”，（第6号，明治21年 4月25日

刊）（日刊新聞のさきがけともいわれる）や日刊紙

の“新潟新聞”の記事になっていることは、やはり

村沿岸漁業中大さ三尺絵の大亀（俗に鳥亀と檎する）

を捕へ新号田町に持ち行き之を同町魚、商嶋次郎に金

三 卜闘にて買渡せし趣きなるが同店にては翌日より

切り買を始めしに賀行き中々繁昌なりしと

明治三十九年 (1906）九月十九日

魚屋で肉が売れたというから、鳥亀とはアオウミ

ガメかと思われるが、この方言は今のところ分かり

かねる．魚屋の引取り値が30円というのも、 当時と

してはなかなかの大金である しかし、従来甲長90

cm以上のアオウミガメは本県では捕れていないので、

あるいは上顎前端が鳥の瞬状に鈎のように曲がって

いるアカウミガメであった可能性が高い．いずれに

せよ、まず方言の検討こそが必要である

恵比寿様（福の神）としてのクジラの面白躍如とい 信心女教師丈烏賊を捕ふ

える．なお、夷の漁師が先に訴え出たとしづ 佐波二見尋常小学校の女訓導にて相川町三丁目演

00鯨
此程加茂郡川崎村沖にて捕獲せし鯨ノ＼俗に所謂海

老尾と檎するものにて入札携を為せしに相川の某々

等か百八十固にて落札し一両日前相川を距る十町許

りの字泥の演沖へ引き来りしに見物人ハ日々数百名

あるよし

明治廿一年 (1888）四月二十六日

この記録は、上記椎泊のクジラの後日誇と恩われ

るが、不可解の点が幾っかある 発見後ちょうど 1

カ月も経ち、価格も上記のクジラは82円なのに2倍

以上で落札されている． しかも、なぜ両津湾奥から

はるばる相川の泥ノ澗へ運んだのか？ さらに、当

時どのような発動汽船があったのか？ 船速は ？

そもそも、海老尾のクジラとはどの平時買を指すのかつ

などである目これらについては、さらに資料をあつ

めるなり漁って検討してから、もう一度論じてみた

い．なお、判決は、椎泊の漁師に獲得権があるとな

っている．

＠む大亀の捕獲

北蒲原郡築地村大字中村演の漁夫は去る十五日間
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町の児玉ヨネ （子） 子が去十八日午前六時に家を出

で全七時頃二見村海岸のカラカハ橋附近まで行きた

る際フ卜海上を見たるに陸地より約六尺程隔りし海

上に亀の如きものが頭を現はし居たるにぞヨネ子は

試に石を投げつけたるも更に沈む様子はなきより暫
さかな

く其場に立ちて見詰め居たる月ト魚類の小売をなす

女が通りか、りし！其女に頼みて捕獲せしに右は勉

にはあらずして賞に珍らしき大烏賊なりしより全夜

人夫を雇ふて自宅迄運ばせたるが其長さ鯨尺にて三

尺二寸、割きたる幅一尺二寸、 厚さ一寸齢、目方一

貫八百匁ありサイナゴ烏賊の種類にして樽烏賊と稿

するものなるべく全家にては全夜其烏賊を二つに割
わざわざ

き翌日より乾し置けるが態々見物に出掛くる者多く

先年某地の博覧舎に出品されし大烏賊よりは鈴程大

きく彼地の漁業者も未だ曾て見しとなきものなりと

し、ふ

明治40年0907)10月22日

前報（本間， 1983/1984,1990）でも触れた通り、本

邦最大の食用イカであるソデイカ（別名タルイカ〉

の漂着例は、今まで越佐の古文書の中には見当たら

なかったそれだけに、この新聞記事は初めてのも

のとして貴重である． しかも、採捕日や、 全長120



cm，体重6.75kgとしづ数値も残されており、その他

の点でも、生真面目の女教師と由緒ある家らしいこ

とが窺える ただし、ソデイカをサイナゴ（ヤリ ）

イカの仲間としているのは、いただけない．

ッチャーボートを目撃経験したことがある．前報し

たように（本間・ 三浦， 1993）、1922年2月l日に、大

佐渡の小田沖で発見された重傷をもっセミクジラの

漂流死体も、捕鯨と関係があったのかも知れない

ナガセ鯨は、 多分にナガスクジラであろうし、長さ

＠c漂着せる大型原逃ぐ 13. 5mというから、小型の個体だったのであろう

西頚城郡名立町に於て去る五日捕獲せし長さ十二 いずれにせよ、明／台末J明のノルエ一式捕鯨の一端を、

間自余に達せる大鯨は其後縫詰原料として北？笥原君ll水 垣間見ることができる なお、東洋捕鯨K.K.の

原H汀木根淵氏買ひ受け十八日より切断に耳R娃トかる3象 治期 日：本捕鯨；志”〔1910/1989）には、スネツク ス

定なりしE是十七日夜近年に珍らしき大波押し来り夜 号の名は無く、レツクス丸Cl19.67t）の誤りらしい．

番の驚き居る聞に遂に大波の為持ち去られ町内総出

にて流れ先きを取調べ中なるも未だに不明なりとい e・佐渡時綱の近j兄

ふ 本年度佐渡郡に於ける鮪大謀網建込み箇所は十有

明治42年0909)2月20日 飴箇所の多きに達し中にも首市東洋物産株式舎社に

この記録も、本間(1990）に収録されていないので、

新しい、しかも貴重な資料となるものである． 長さ

21. 6mというから、多分ナガスクジラだったのであ

ろう．また、従来は西頚城地方におけるクジラ漂着

記録は皆無であったので、その点からも意義深い．

私自身としては、本県北部の、しかも内陸に位置す

る水原町の住人が、遥か本県西部に漂着した大型ク

ジラを買い付けたことに、興味を惹かれる どの様

な職業で、どの様な人物だったのであろうか 後刻、

探索してみたい．

（｛）c佐渡；中にて鯨を捕ふ

・・昨日嘗港に曳き来る 東洋捕鯨株

式曾社（東京）の捕鯨船スネ（子）ックス続が出i漁

中一昨日佐渡近海に於て長さ七間半のナガセ鯨を捕

獲し昨日首港に曳き来り鮮魚、問屋外数名と責約成り

昨夕刻禽代橋下柳嶋に於て切身となし夫々分配した

りと

明治42年 （1909) 6月6日

ては全郡内海府村1宮崎及加茂村和木、白瀬の三ケ所

に建込みたるが全社の他の経営者に先だちて投網す

る事約三週間にして早や鷲崎の大謀網にては長五六

間位の鯨を漁獲し尚白瀬大謀にては鮪二十飴尾の漁

獲ありたるが他経営者の績いて投網したるが両津町

磯野氏が見立、虫崎、松ケ崎の三ケ所に建込みたる

に全郡に於ける初鮪は遂に全氏の虫崎大謀網にて漁

獲せり初鮪の昨年度に比し其早き事約一週間位なり

と云〆ふ尚ほ片桐漁業部にて北小浦、浦川に又石垣氏

の玉崎、北五十里に岡津町伊藤氏の水津村大川に又

長岡市風間氏の羽吉村に何れも投網したるも未だ鮪

を漁獲せざるも烏紙、鰯、鯖等の漁獲ありたる白尚

此他水津村月の布施、片の尾にては地元にて建込み

たるも未だ著しき漁獲なき白なり

明治45年0912)5月15日

佐渡島への大型定置網の導入は、富山湾からいわ

ゆる越中式台網が両津湾岸の玉崎へ明治21年(1888)

頃より設置されたものが鴨矢といわれている （両津

市郷土博物館，1986）.当時から、定置網の出資者が

新潟や長岡にし、たことが分かり、興味深い. 9-1 Om 

橋の名と地名より、新潟港の信機川左岸に着船し 程のクジラとは、あるいはコイワシクジラだったの

たことが分かる．日本海捕鯨については、西脇・大 であろうか．

隅0958）、吉原0976）、大村0984）らが紹介してい

るが、筆者らの一人本間も少年時代に同じく柳島の

岸壁に小型のクジラ 2頭を曳いて繋留しているキャ 引用文献
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