藤

康

行

まつわる伝承が各地に伝えられている︒たとえば︑弥彦

らやってきたり︑または海の底から拾ったなどと'海に

息づいている村々がある︒独村には神様が軸のむこうか

佐

寺泊における海の信仰と漁業技術について

はじめに
数年前のことであるが︑巻町四ツ郷巌のある親子が︑

も程度の差こそあれ基本的に変わっていない︒漁村には

地獄﹂といわれている漁師の世界は︑こんにちに至って

行って亡くなったことは記憶に新しい︒﹁板子一枚下は

神々やその使いが海の彼方から来たと伝承されている

渡ってやって‑ると伝えられている︒このように︑

能登半島の知多神社から鵜の鳥が神の使いとして海を

えたと伝えられているLt 能生町白山神社の祭りには︑

杜の神様は野机の折に'﹂蝣'蝣﹂・蝣蝣'‑して'臥帥に手練網軌を教
底 曳 船 に 蛸 籠 の 縄 を 切 ら れ ︑ 時 化 の 中 を 再 度 や り 直 し神
に

いまもなお信仰が色液‑残っているのはそのためであろ

村々はすこぶる多い︒

漁船の材質が木材からプラスチック︑さらにアル・三一

j
O
j

うか︒漁師の性格は'企業家の性格と通じる所があると
いわれているが'農民やサラリーマンなどと比較すると︑

や信仰︑言い伝えなどの習俗に触れる機会が少なくなっ

こんにち位相を歩いても︑農耕にまつわる多‑の儀礼

ても何らかの信仰をもっており'縁起をかついでいる姿

れることがな‑なった︒しかし'他面︑若い漁師であっ

第に減ってきた︒若い漁師の大半はいわゆる迷信に囚わ

ウムになりへ さらに船の大型化に伴って避難の危険は次

た︒その点︑軌村は変化したとはいえ︑いまもなお漁業

は一向に変わっていない︒なかでも新潟県の執師は︑山

漁師は危険な仕事に従事しているといえる︒

にまつわる儀礼や伝承︑信仰がいきいきと生活のなかに
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形県鶴岡市にある善宝寺を厚‑信仰している人が多い︒

まり海の上下軸に関するものであるが︑水平軸上の分輝

漁師は海上でいかにしたら魚をたくさん捕ることがで

なかったといえるだろう︒

そのほか網が岩にかかってとれない時︑虜で前方が見え

きるか︑経験に学びつつ独自に海の世界の意味づけをお

や魚を捕る技術については︑ほとんど取りあげられてこ

ない時など︑海上で困った時には必ずといってよいほど

こなっているのである︒漁師が抱いている信仰は︑独自

善宝寺の信者が範絶している竜王講の会員のうち三分の

善宝寺様にお扱いしている︒佐渡の漁村で聞いた話では︑

に構築した意味の世界のなかに位樫づけられて初めて理

一が新潟県人である︒たとえば︑大漁祈願や海上安全︑

﹁リュウゴソさん︑リュウゴソさん︑ひとつこの務を晴

解することができるものであろう︒大正七年に新潟県が

ると位際づけられていた︒大正七年当時︑払称が八六柿

らしてください﹂などと言いながら善宝寺の御礼を海に

ところで︑漁師が海上で魚を捕る技術は︑大型の船に

餅あげられているが︑そのうち寺泊が主としておこなっ

県内の重要漁村について調奄しているが︑その調査にょ

乗って大勢で捕るものから︑一人だけで経験に袈付けら

ているとされているものが二二稀那ある︒全県にみられ

流すと︑献いごとがかなうといわれている︒善宝寺と

れた勘を頼りにしておこなうものまで様々ある︒これま

るとするものが二種類あり︑県内で寺泊が最もたくさ

ると︑新潟EJEが全国的にみても5m業が盛んなIrfであった

では伝播され︑普及した独法は取りあげられてきたが︑

んあげられて寺泊の独村としての屯変性を窺うことがで

いっても︑善宝寺の貝喰池に住む竜神に対する信仰であ

漁師個々人が独自に築きあげた魚を捕る技術は︑必ずし

きる︒それは何よりも︑県水産試験場が寺泊に置かれ

様子が窺える︒なかでも︑寺泊は屯安な漁村の一つであ

も重視されてこなかった︒漁師がl人'二人でおこなっ

たことからも︑寺泊がいかに独業が盛んであったのかを

る︒

ている独業の多くは'個人的に独自の秩序だて(意味づ

推察することができるだろう︒

ところで︑漁業の操作方法と技術についてはへ これま

:
o
:

け)を海上でおこなっている︒これまではヤマアテのみ
が注目されてきたにすぎない︒ヤマアテは海の深さ︑つ
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のみの側面に限られており︑代表的な独英の操作方法の

でにも紹介されてきた︒しかし︑それは純粋に独業技術

とするものである︒

かにし︑漁師がもっている独自の̲吐界を明らかにしよう

いるのか'さらにいかなる技術をもっているのかを明ら

の広さ (水平) と深さ (上下) の両軸において理解する

したvs:の習性の理解と密接に間逃しており︑それゆえ海

知識に基づいて軌をしているのである︒独菜技術はこう

様々な経験によって魚の習性を知っており'その経験的

従来は注目されることが少なかった︒漁師は自分なりに

た工夫は︑蝕の習性に関する知識に避づいているのだが︑

面は︑従来必ずしも取り上げられてこなかった︒こうし

も併せ持っている︒個人的に工夫され改良されてきた側

に出ていた︒弟も冬場一五年間位酒造りの出稼ぎに出た︒

出稼ぎに従事してきた︒以内は三年問位で︑大半は県外

津市︑;Jf外では岐息県や愛知県︑静岡EJiなどで酒迎りの

酒造りの出稼ぎに出てきた︒船内の燕市をかわきりに新

ロなどを捕っている︒また︑その間三〇年位︑冬場だけ

彼は弟と二人で鬼木丸に乗り︑沖で雛や鯛'鱗︑ノドグ

小していたが︑枇中は海軍に七年間いた︒戦後ずっと'

和してきた︒彼は小学校卒業後︑親に手伝って独英に従

指田清氏は現在七五歳で︑戦前から寺泊沖で弧業に従

年中行事にみる海の信仰

必要がある︒その点において︑漁師の世界観は︑単に神

寺泊漁業協同組合は︑沖で操業する漁方範と比較的磯の

I

仕方に限られていた︒独英技術は広‑伝播され︑共通し
た側面を持っている一方で'個人的に改良されたり︑他

観念のみではなく'その地域に特有の︑あるいはその漁

近‑で魚貝類を捕る戯見範とに分かれているが'指m氏

人に教えることができない秘事として隠されてきた側面

師に特有の海の空間分類と魚の習性に関する知識の両面

は漁方魁に所属している︒また現在'指田氏は漁業協同

てみよう︒彼が参加するものは︑次のとおりである︒

指田氏がどのような年中行事をおこなっているのかみ

組合の理事をしている︒

から新たにアプローチする必要があるだろう︒
それではへ 寺泊の漁師はどのような海の信仰と漁業技
術とをもっているのだろうか︒本稿は'寺泊の漁師がど
のような信仰を抱き︑またどのような儀礼をおこなって
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八日

二日

二面神社の祭り

船霊様の祭り

金毘経論 (照明寺)

妙見講(円福寺)

テゾメ

この*:宝寺様の御札のことを船霊様といったり︑妙見様

けてあり︑その中に善宝寺様の御礼を置いている︒

的大きな四‑ソ以上位の船のブリッジの上にお堂がもう

えとお神酒を供えるだけになっている︒寺泊では︑比較

コが集まることもない︒床の間に掛軸を掛けて︑おそな

船主に渡していた︒現在は︑お祭りはしていないし︑カ

一月

三月二〇日

妙見講(円福吉)

といったりしている︒また︑お堂の中に金毘羅様を紀っ

一 一 日

一〇日

七月 三日

二面神社の祭り

ている船もあ

九月二〇日

正月の二日は︑デゾメといって一年の初めに船に乗っ

金毘羅講

る︒

八目の妙見講 (︑︑︑ヨウケンコウ) は︑円福寺の妙見堂に

(コンビラコ
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た′̀現在は︑一月二日は半日休むだけで出漁している︒

善宝寺様を御参りし︑御礼をもらって船の‑サキに貼るC

漁協の役員と

た︒指田氏は

が参加してい

など一二人位

は漁協の役員

昭和六十三年

なわれている︒

照明寺でおこ

ウ) は片町の

軸を掛けた︒近性まではこの口'町の大肝煎か船鑑札を

コが集まって振る舞いをおこなった︒掛軸は妙見講の掛

うことはないC また︑ナヤモーの家では掛軸を掛け︑カ

に乗せてはいけないという所があるか'寺泊ではそうい

全を祈願した︒船霊様は女性であることから︑女性は船

るC︑かつては船の,,,サキにお神酒をあげて船霊に海上安

ている︒この祭りは︑日本布地の軌村でおこなわれてい

止月の十一日は船窓様 (フナダマサマ) の祭りといっ

十一日からト九日の間に︑船に飾っておいた松をはずす︒

金毘羅講(照明寺)

るほか︑漁協からもお包みを出している︒その後︑お神

海上安全を祈崩している︒この口は︑個人的にお包みす

して参加している︒金毘萩誹では︑護摩を焚いて大軌と

現在の白山媛神社にお此りされるようになった︒

にお紀りされていたが︑明治になって神仏分離に伴って︑

生福寺で魚供養をおこなっている︒御神体は︑昔は寺院

春は人夫舞(ダイダイと呼んでいる)があり︑秋は隣の

蝕供滋の前身は磯見漁帥が始めた蟹供並である︒懸供

信仰していたが︑それ以上に命毘萩様を信仰していたか

指川氏の父親は雛を食べなかった︒父親は善宝寺様も

蟹の迎命に同情して︑雛の供並を呼び掛けたのがきっか

る)が政見ぬ師の蛸取りを見て︑姉をおびきよせるEI rの

二.山牡の住職(三上茂左術門出身の人だといわれてい

十日と九月十日に金

酒とお爺があり︑御礼をもらって貼ってくる︒10年ほ
ど前までは︑野郎の西生々でも

らである︒つまり︑それは︑金昆縦様が浮き蟹に乗って

けであるといわれている︒供養すると大軌をもたらして

並はおよそ1三〇年ほど前から約められた︒生如寺の第

やって氷ると信じられていたからである︒金毘⁝維様を信

‑れるという︒この行事は以前は上机と下郎で別々にお

毘間緋講があった︒

仰していたのは︑なによりも ﹁陣の上で死にたいから

こなっていた︒一〇年はど=.Zから臥脇が施tになって実

さな耐を捲近くに移したが︑そこでも磯見軌肺の一部が

だ﹂ という︒しかし︑指‖氏には ﹁おれはおれだ︑おま

二融神社の御神体は'昔︑﹁さくらや﹂の先祖の平三郎

善宝寺様をお肥りしている︒沢に善宝寺の銅が建てられ

施している︒現在のように余りの後に鮮供必するように

という漁価が夢枕に見て︑その御神体を海中から拾った

たのは︑土砂退散を辛宝寺に祈崩したことに山来してい

えはおまえだ﹂ といって'金毘緋様を信仰することを強

という伝承をもっている︒御神体は春と秋の祭りとで

る︒なおへ 昔は白山媛神社の神主が二融神社の祭りの終

なったのは昭和六十一年からである︒また︑*:宝寺の小

は反対の面を見せることになっている︒林は男の両が︑

了後に︑春は九月までの'秋は翌年の三月までの大弧や

制することはなかったていう︒

秋は女の面がそれぞれ正融に向けられ︑参拝がおこなわ

不軌を占っていたが'拙作はおこなっていない︒

'n)

れた後'白山媛神社の拝殿で神主の祈鵬がある︒その後︑
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指田氏が参加しているわけではないが︑野積にある妻
戸神社のお祭りは年に二回︑凹月十五日と九月﹁五日に
野机の独価たちによっておこなわれている︒̀妻戸神社は
l
o
:

弥彦神社の御祭神の妃の神をお柁りしていると伝えられ

を連れて︑妻

を神社にあげている︒また︑かつては︑ナヤモトかカコ

鰯漁か終わるとアゴワカレをして︑作った赤飯やオハギ

しているJ 妙見様は円福寺の桃に併設している妙見堂に

サツ) を勧請したことに始まる︒漁帥は善宝寺講とも称

意宝寺から北辰妙見大‑>"薩(ホクシン,,,ヨウケンダイボ

二二〇年ほど前に門和幸1ヒ世住職が山形県仇岡市の

ているが︑村の漁師たちは鰯の神様だといっているo

戸神社や西生

人々は妙見講回向袋に斉米を入れて打参する︒以前は︑

安置されている︒

いまはおこなわれていない︒指E氏は︑かつて掛軸など

抽選で船霊大明神の掛軸や恵比寿・大黒様がもらえたか︑

を拝み︑その
後弥彦神社に

ヒ月二日に

をおこなっているO

わっている︒また︑大所前と大施餓鬼をして死者の供養

のほかに︑水子供養や交通安全なども祈鵬するように変

をもらったという︒現在は'魚の供血や大池︑海L安全

御参りしてい

もう一度妙見

た︒

講がある︒正

七日に大海供苑がおこなわれてきているC *のほかに︑

水死人の供養については︑法福吉の祖師堂で八月∵十
この日のほう

オピンズルさんの信仰も指摘しておきたい(] 寺泊の郷本

月の時よりも

が盛大である︒
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妙見講の掛軸

寺の金毘排様

講
見
妙

お伺いをたて

ンズルさんに

る︒そのオピ

ズルさんがあ

徳寺にオピン

地区にある玄

会只に配ったり'会兜を蝕めたり︑御礼を配ったりして

り︑鶴岡の善宝寺から送られてくる ﹁屯上訴だより﹂を

嫉んである︒拍川氏は︑寺油で竜王講のお世話をしてお

ることは前述した通りである︒寺泊もまた善宝寺信仰が

その誠の全山の内二分の1は新潟県の人で占められてい

所であり︑音宝寺は竜王講という講を組織しているが︑

善宝寺が独師によって信仰されている背妹には'漁師

いる︒毎年︑善宝寺からお坊さんが巡TLに来るが︑その

い︑その地に

が善宝寺信仰によって救われた個人的な体験を有してい

て︑海で亡く

行ったりへ そ

ることがほとんどの場合に見出される︒T般的には︑扱

さい縮泊するのは指凹氏の家と決まっており︑そのお世

の方向に向か

がないHが縦‑と'弧がありますようにと祈繭を依頼す

なった人の方

って供苑して

る弧付念仏 (リョウズケネンブツ) をしている人が多い︒

話をもう一五年位している︒

いる︒玄紙寺

そして︑その後はなぜか軌が多いという︒こうした個人
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角を見てもら

の階段の下に

うに︑継の土砂を取り除こうと上砂退散で善宝寺をお紀

的な体験によっているからこそ善宝寺信仰が深くt かつ

ところで︑比較的大きな船には善宝寺の御札と金毘羅

りしており︑そのおかげで港ができたのである︒善宝寺

住む荷柳家は'代々オピンズルさんの占いをしているが︑

様の御札をお紀りしている人が多い︒小さな船には特に

様をお紀りした両があり︑現在でも妙見講がおこなわれ

広く信仰されているのであろう︒それから︑前述したよ

御札をお紀りしていない︒新潟県は善宝寺信仰が盛んな

そうした希53;者が近郷から訪れている︒

妙見堂の御神体

ている背景には︑こうした漁師の直接体験が何よりも深

昭和三十五年頃に甘鯛のコギサシアミをしていたが︑

でに動いてうまい具合に深みへと船が移動したのである︒

らコギサシ7︑,︑をしていた︒コギサシ7︑・︑は1三尋から

おこなった︒昭和五十四年頃のお盆の頃︑その日も朝か

次第に捕れな‑なったのでやめて︑韓のコギサシア,︑︑を

‑係わっている︒そこで'つぎに指田氏の海上での信仰

善宝寺信仰

と儀礼について︑みていくことにしようO

二

あった︒沖合のシリチ''(チという浅瀬でのことである︒

していた︒ある日︑時化で船が岩礁に乗り上げたことが

昭和九年頃の話である︒この頃は'父親と一掃に軌を

人が潜って捜せる位の深さなのに全然掛からない︒そう

カーを付けて船を曳いたが︑いっこうに掛かってこない︒

が海底に沈んでしまった︒沈んだ網を探すためにアン

反対側から揚げてみたら︑一五分位回したら切れて︑網

五〇心の水深の所でおこなうが︑1三尋の所から網二〇

そこで︑みんなで船を水深の深い所に引っ張ろうとした

こうしているうちに︑昼の二時頃になってしまった︒お

指凹氏は独力組に拭し︑沖合で延純軌をしていること

が︑びくとも動かない︒善宝寺様が勧請してある門前寺

墓参りにいかなければならないので︑あと一回だけやっ

把を用いておこなう︒四〇〇匹位捕れて︑二回日をして

に祈崩して‑れと頼むとともに︑鶴岡の善宝寺に電報を

てだめだったらあきらめようと思って︑アンカーの先に

は前述したがt T年を通していろいろな独英に従邪して

打つと︑むこうから何時何分に祈崩があるという返僻が

妙見様の御礼を付けて曳いてみた︒そしたら御札に網が

いる時であった︒網を揚げるために二〇分位網揚げ機を

返ってきた︒これを ﹁小心報合わせ﹂という︒その時に必

掛かって︑引き上げることができたのである︒海底に沈

いる︒主に鱈や鯛︑ノドグロなどの延組数(鯛は夜繰漁

ず湖が引くと思って︑みんなで綱を引っ張ることにした︒

んでしまった純などを上げておかないと︑次の漁の時に

回したら網がつけ椴の所から切れた︒しかたがないので

このことを ﹁潮をもらう﹂ という︒約束の時間になると︑

引っ掛かって軌ができないLt またすぐに引き上げない

という) や鮒のコギサシ7‑をおこなっている︒

不思議なことに ﹁軸がたぷたぷ﹂ してきて'船がひとり
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るが'弟の妻

しており︑寺

と泥の中に沈んでいき'上げにくくなる︒そのため︑

指円氏は弟と二人で執業に従事しているが︑この時以

の住職も感心

は船が出る日

来弟は妙見様を信じるようになったという︒善宝寺の御

しているくら

誤って海に落とした仙=.(はすぐに引き上げる必要がある

札は船のブリッジに打いてある︒鮎のコギサシアミは昭

いである︒指

は必ず御参り

和五十四年頃にやめて︑仕鯛のコギサシ7︑︑︑を再び始め

LH氏は次の点

かかわらず

とりの個人的な体験がある︒こうした体験に裏付けられ

汝には︑善宝専横に助けていただいたという漁師一人ひ

‑58‑

のである︒

たO というの

を強調してい

は絶対疑って

は'甘鯛が元

六年はかかる

はいけない︒

るO ﹁妙見様

からである︒

少しでも疑ったら全‑だめになる﹂と︒妙見様は心のな

の場所にいつ

その什鯛も数

かまでお見通しなのだろう︒善宝寺(竜神) 信仰が漁師

(善宝寺様)

年でやめてい

の心に深‑根をおろしているのである︒

時々妙見堂に

て信仰されている点は'ほかの地肺でもほとんど同様で

このように︑善宝寺が独師によって信仰されている背

御参りしてい

豊漁︑不漁に

る︒指田氏は

くには最低五

船上の善宝寺様の御礼(上田将氏提供)

てきて'こんにちに至っているという︒

れ︑近代以降は特に海士安全と大敵で艶肺の信仰を搬め

その後北前船が感んになるにつれて航海の安全で信仰さ

の住職の話によると︑古くは雨乞いによって信仰され'

仰は貝喰池に住んでいる龍神への信仰であるが︑善宝寺

こうした体験談をた‑さん聞‑ことができた︒善宝寺信

ある︒筆者の調査体験では'新潟県のほとんどの漁村で︑

と引き返したものだという︒こうした行為には'水死人

渚や坊主の講も嫌った︒ドザエモンを見つけると我先に

Lt 家に入る時には手を塩で糾めていた︒かつては︑医

な︑寄るな﹂ といっていた︒船の上では死人の話を嫌う

していた︒指田氏の父親は拾った人が側に来ると ﹁寄る

指旧氏によると︑昔は水死人を見ても'知らぬ振りを

といっている (解良清一氏はホトケサンといっている)0

に触れることはケガレるという観念があり'ケガレが不

い伝えがない所もある︒巻町の折では︑水死人を拾うと

いる︒また'そうしたのと反対に'大政になるという言

ないが'拾い上げて供苑すると大軌になると伝えられて

なるといわれている︒隣の大川地区では︑比声は浴びせ

所で待っている︒それを拾い上げて︑供養すると大漁に

と罵声を浴びせる習慣がある︒そうすると︑必ず同じ場

つけたら ﹁戻ったら拾ってやるから︑ここから動くな﹂

みられる︒縦波の両尾地区で間いた話では︑水死人を見

水死人を拾うと大軌になる︑という信仰は広‑全国に

んだ﹂といっていた︒r大将﹂のいうには︑オ¥を紛った

何やったんだ﹂と聞いたら'﹁あのオ'・ハ (女の子)がきた

る)だけがへ梅‖鮎が二〇匹位も掛かっている︒﹁おまえ

‑'軌価は一般に榔手のことをよくこのように表現す

を拾った︒その翌年︑拾った﹁大将﹂(指間氏ばかりでな

年ほど前に弥彦山の沖合いで雛網をしていた人が女の子

らったお返しをしようと大漁にしてくれる﹂ という︒八

になった経験があったからである︒﹁仏様が拾っても

が水死人を喜んでひっぼりあげて来るのは'その後大淡

ところが'般近はその反対の現象が別れている︒若い人

幸 (不淡) をもたらすと々えられてきたからであろう︒

大池になるという講は聞かれなかった︒それでは'寺泊

切所だけ*pjが網にかかっていたという︒

三 ドザ工モン信仰

ではどうであろか.水死人のことを拍間氏はドザエモソ
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﹁今じゃ︑ドザエモンなんて言えないよ﹂といっている︒

が出たりすると考えられている︒独回しが来ると︑地価

を沖で用いると︑縁起が悪く'不軌になったり︑怪我人

やかりたいと思い︑水死人を拾うようになっている︒こ

拾った人と船は後で塩でお清めをして︑お棋いをしても

の家は戸をよ‑閉めていたという︒蛇という言柴を嫌う

一〇年ほど前のことである︒ある年取った人が小過い

らう︒ケガレの観念がある一方で︑それが一概に不幸に

のは︑蛇が竜神につながるものである︒蛇はナガモノと

のほか︑地価は蛇や狼︑坊主︑医者︑あんまさんなどの

結びつ‑ものではな‑︑1定の儀礼を通して大地になる

呼ばれてきた︒独は ﹁去る﹂ に通じへ あんまさんは目が

稼ぎに磯釣りの果鯛網をしていた︒ボー‑の中で死んで

と︑意味の転換がおこっている点に江HLたい︒と同時

見えないので'軌の日が出ないに通じるからだという︒

言薬も嫌い'沖でこれらの吉井を用いることを禁じてき

にへ 現在と過去の考え方が同じではなく'変化してきて

坊主や医者は病気や死人を扱うので縁起が思いからであ

いる人を見つけて連れて仙ってきた.そうしたら︑r大

いる点にも注意しなければならないだろう︒ドザエモン

る︒また︑金物を海に落とすと縁起が悪いと考えられて

た︒これは沖言薬といわれるもので'漁師が縁起をかつ

信仰のなかで重要なことは︑﹁霊がお返し﹂ をしている

いるのは︑竜神に怪我をさせるからだといわれている︒

将﹂ はその後のコギサシナワで︑町中の船を染めてもか

と︑水死人を拾った漁師が考えていることである︒この

指田氏の家では︑﹁家にいる蛇にかまうな﹂ と晋から言

ぐものの一つである︒蛇とか猿︑坊主︑医者などの言葉

点は善宝寺信仰とは全‑異なった考えであり︑次に述べ

い伝えられてきた︒蛇はその家の主だからであるという︒

なわない位大漁になった︒﹁霊がお礼返し﹂ してくれる︒

る縁起をかつぐことと多少とも異なった考えである︒

このように漁師は言薬遣いひとつにも縁起をかついで

おり︑その行為を簡単に迷信として片づけるわけにはい

かない︒漁師たちが縁起をかつぐのは︑漁業が運に左右

縁起かつぎと海の分類

漁師はよ‑縁起をかつぐ︒水死人を見つけて供養する

される性質をもっているからである︒漁業が運に左右さ

四

と大漁になるという︒他人の経験談を聞いて︑おれもあ
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類している︒彼によれば︑海の色は岸からジニゴリ (莱

頬している.指田氏は海水の色によって海を水平軸で分

縁起をかつぐはかりでな‑︑独師は海を彼ら独特に分

ば捕ることができない︒海底の様子については従来ヤマ

産卵に来る魚であり︑海底の様子をよ‑知っていなけれ

子を知っている︒たとえば︑酌は水深一三〇尋の所まで

によって生息する魚が追うことから︑実によ‑海底の様

頬をしている︒風のなかでとりわけ漁業に不適切な方向

色とオレンジ色)'ホコラニゴリ (うすみどり色)︑濃い

アテによって認識してきたことはよく知られている︒ヤ

れる職業である一面︑自分の腕次第でた‑さんの魚を捕

緑色︑青色'黒色になっている︒潮の流れも漁に大き‑

マアテは先祖代々の秘密であり︑めったに他人に教える

の風が識別されている︒たとえば︑夏に吹くヤマセやダ

影管する︒湖は大き‑四つに分類されている︒北に流れ

ものではなかった︒これらは︑池が自然界の様子と密接

ることができる側面も併せもっている︒信仰や縁起をか

る対馬暖流は︑シモに流れるのでクダリシオという︒そ

に関連づけられて解釈されてきたことを物語っている︒

シの風は載風で︑しばしば遭難にあうo 反対に︑冬のシ

の反対に南に流れる潮はノポリシオという︒対馬暖流が

そのほかへ 浮いている雛には金毘妊様が乗っているから

つぐ反面︑5mの習性や海の知識によってそれだけた‑さ

通常は八〇%位占めているが'それがほぼ一〇〇%位に

捕ってはいけないという信仰のほかに︑次のような言い

モニシの風は漁によい︒漁師は風をみて︑天候の変化を

なると海の色は青々としへ サ やシイラがよく れる︒

伝えがある︒﹁蟹が浮いているから明日は荒れる﹂ とか︑

んの魚を捕ることができる︒この両面は︑漁業にとって

この海の色をここでは黒水と呼んでいる︒海の色は潮の

﹁かもめの巽洗いは明日は必ず雨になる﹂といわれてい

知ってきたのである︒海の上下軸についてはへ 海の深さ

流れによって色が微妙に変化する︒ジニゴリは濁ってい

る︒汁段水の底にいるものが浮いているのは'天候が変

表装一体の関係にある︒

ると刺網や延縄漁がよ‑とれるし︑ホコラニゴリでは思

化することの前触れであるという︒すなわちへ 動物が普

段おこなう行為ではないことをおこなっているのは︑何

わぬ大漁がある︒しかし︑これを嫌う漁師もいる︒
海水ばかりでなく︑凪についても自分たちに特有の分
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らかの自然界の変化があるからだと解釈している︒こう

鱈延縄漁である︒寺泊においては︑ 1人の鱈漁師が株

寺泊の軌業のなかで︑かつて舷も隆盛をきわめたのが

延純地の歴史は古‑︑文献からすると近世初期まで遡る

した言い伝えは︑自然界の中で自然の変化を何らかのシ

このように︑指田氏は軸水や海底︑潮︑風について︑

ことができる伝統をもっている︒延糾敵には浮延納と底

をもち︑独占的に操業してきたことはよ‑知られている︒

経験に裏付けられた独特の分類をしている︒しかも︑こ

延純とがあるが︑浮延純は浮き鯛を捕る場合であり︑鱈

ラセとして受け取ってきた表れなのである︒

うした分類は︑海上での安全性や危険性︑あるいは盟漁

木九の二般だ

現在へ 酷の延純鞄をおこなっているのは︑独勝丸と鬼

や鯛などほとんどの紬は比延純である︒

や潮などの分類が海の信仰や鞄業技術と密接に関係して

や不軌といった信仰と深く側迎している︒つまり'海水
いる︒これまでの独師の性界観の研究には︑漁師を取り
巻‑彼らの海や蝕に対する主観的な観念の理解が欠けて

けである︒明

でやってくる︒

八〇尋の所ま

〇尋の所から

にかけて一三

三月から四月

鱈は回遊魚で︑

減ってきた︒

鱈船の数が

きで︑次第に

治以来不漁続

i

:‑3¥

延
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漁

は

撹
氏
将
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いたのである︒
漁業が運に左右される職業であることは︑一面で信仰
心をもたせ︑縁起をかつぐことにかりたてている側面が
あると同時に︑他面︑個人的技術如何によって左右され
る側面を併せもっていることを意味している︒両面は表
裏一体の関係にあり︑漁師の牡界観の研究にはこの両面

延縄漁

の解明が必要なのである︒
五

鱈延縄漁
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りも底の潮の流れをみる︒延縄の延え方はクダリ潮に対

の流れか追う︒どの漁種でも同じであるが︑海の表面よ

クダリ潮(対馬暖流)が強く︑また海の表面と底では潮

一三〇から二五〇尋の水深の間で漁をする︒越佐海峡は

途をたどっているG また︑純は独期終了後に真水に二〜

きわたいへんにしている︒そのため'近年では衰退のI

妻や姉妹たちの仕事であり'この陸什小が延純漁をひと

手入れへ 釣針を縄寵のぐるわに予め掛けておく陸仕事は

延縄独全体に共通していることであるが︑釣針や縄の

はなくなっている︒

してほぼ直角に延える︒指田潜氏の場合は'初め沖(佐

三時間浸して挟み︑ 塩分を取って日干しして格納してき

餌は三五〇尋の水深まで潜るが︑水の抵抗があるため︑

渡側) に向かって1回延える方法であったが︑ある時純
た︒

鯛延純

の片方が切れて流れてしまったo ところがへ そのほうが
爪がた‑さん捕れたことから︑その後は︑純を佐波の方

鯛の餌には

タコを用いる︒

春先はイイダ

コの頭を用い︑

冬はイイダコ

かないので'

‑ズダコを用

いる︒・︑︑ズダ

コといっても︑

雌はだめで︑

雌の︑,︑ズダコ
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向に一旦延えた後︑再び寺泊のほうに延えてくる方法を
採用している︒
延削軌は船上での仕事か多く'休まる暇がない︒船を
ゆっ‑り進ませながら︑純を延え︑釣針に順次︑餌と浮
き︑おもりの石を順次つけてい‑︒伽には鰯の小さ‑
切ったものを鰯油に予めしみこませておいて用いる0
艦船はかつては 一般が順繰りに漁場を毎日交代して
:
q
:

操業していた︒これは︑どの船も均等にどの鱈場でも
鱈延純業がおこなえるように考えられた方法であったo
現在は近隣の村々と共同で漁業許可の申請をしており︑
また軌船数が減ったこともあって︑こうした漁場の交代

鰭延縄に餌・オモリ・浮きを付けている
(上田将氏提供)

しか鯛は食わない︒秋はオ.I(ナダコを用いる︒タコは煮

ムシをイカナゴ (スルメイカを干したもの) の油に一か

シは佐渡の赤泊や山間︑出雲崎の磯の一部にいる︒この

を入れたが'夜は危険なので一時中正していたが︑船が

て細かく切って針につける︒よく煮るとかえってタコが

甜菜を惹た釜(鍋)を用いてタコを煮ても鯛は釣れな

機械化されてきて二五年位前から役所された︒しかし︑

月程漬けて用いる︒﹁ムシは餌としては一番いい︑これ

いという︒なかでも︑ワラビを煮た釜(鍋) は絶対釣れ

ムシがいな‑なって︑脱従はおこなわれなくなった︒こ

食わないので︑半熟がよい︒指田氏によると︑これは五

ない︒だから︑ここでは︑鯛純をしている家はワラビの

れは︑寺泊では日が沈む酌から姉めるのでヒノイリナワ

を食わない魚はいない位だ﹂という︒以前は︑日没頃純

時期になっても︑絶対ワラビを食わなかった︒煮る心配

とか︑夕方するのでユウナワ (ヨウナワ)と呼んでいた︒

代以上前から伝承されているという︒

がないから︑よその家からもらって食べるのはいいけれ

夕方日が沈む頃'地平線から拳一つが1時間︑拳二つは

二時間という見合に時刻を判断してきた︒

ど︑ワラビを採りにやらせなかったという︒
﹁タコは三回煎る︒一回や二回だとタコの香りがでない︒

どの独和でもそうであるが︑浮子は以前はウルシ材で

あった︒浮きを硝子玉に変えたら︑独姓がよくなった︒

三回位が一番いい︒四回煮るとかえって香りがなくな
る︒﹂ ﹁タコを桶に入れて櫓を押して行く時︑風向きに

漁
三枚網

網

ウルシ材は浮き力にむらがあったという︒
六

ょってタコの香りがする︒ああ︑この臭いなんだなあ﹂
と思う︒﹁蝕はかおりだといいたい﹂ (漁換鼠は︑桝のか
おりによって決まるという意味)︒﹁特にネズケの魚はそ

^91

網を用いて刺網をおこなってきたが漁業の不振が統き︑

三枚網は戦後寺泊にも取り入れられた︒古‑から一枚

れも餌によい︒戦前は鯛や小飼釣りに用いたが'底曳船

昭和二十六年頃に西端原郡より三霞の底刺網が導入され︑

それから︑寺泊ではただ蝉にムシといっているが︑そ

のために鯛が釣れな‑なって蛍釣りに変わった︒このム
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分にする︒解良氏はアバがついた棚輪から網を吊るサゲ

イは二寸三分︑クルマエビは一寸七分︑サザエは二寸五

によってナカメの大きさを迎える︒解良氏の場合︑カレ

りへ それによって捕れる魚が迫ってくる︒また'捕る魚

法である︒ナカメとガワメの網のたるみ方に個人差があ

メを通って魚がナカメにからまって逃げられな‑なる手

の網をナカメ︑外側の二枚の網をガワメといって'ガワ

いる︒網を入れることをサシコムという︒三枚網は真申

ている︒現在では︑臆刺網のほとんどが三枚網になって

枚網は間定式庇刺網で'磯で漁をする政見組が主に用い

頃三枚網の使用法についてその用途を考案している︒三

現在︑漁協の抱合長である解良清一氏が︑昭和三十七年

られた︒寺泊では︑逸早く研究︑改良がおこなわれた︒

水産試験場の指揮の下に研究抱合がつ‑られて改良が図

みんながこの漁法をおこなっている︒失敗から学んでそ

解良清一氏は ﹁ブンマワシ式﹂ と呼んでいる︒現在では

定して︑反対側を ﹁振らせる﹂弘法のことを指している︒

ると'コギサシという名称は︑このように片方の網を固

では両方を同定しておくものであった)︒指Ef‑氏によ

ためにかえって漁があった経験に基づいている (それま

のことであるが︑網の片方が切れたことがあって︑その

方を振らせて捕る方法である︒この弘法は三五年ほど前

通である︒鮎のコギサシアミは片方を肘定して'もう片

のコギサシア・・,は水深の五倍の距離の網を用いるのが津

が適している︒網の長さは通常はT六反群であるが︑鮫

が合流する地点がよく捕れる︒水深はI ll‑1三尋の所

蛍は水深四〇尋位の所に生息しており'淡水と海水と

翌朝網揚げに行‑︒コギシ7,︑︑は韓のほか甘鯛も捕れる︒

日没前に網を入れに行き夕食後網揚げに行く︒六月前は

(サ)

を自分なりに工夫している︒網の下 (アシという) には

れを生かしてい‑姿勢が︑賠延純や鮫のコギサシ網軌に

(けJb)

鉛が入れてある︒網の長さは二三尋にして用いている︒

T八〜一九年前は三〇〜四〇蛙の船が蛍を捕っていた

網は'引っ搬った幼合には・3て‑る︒鮒は1艇に網の士

蚊の網は1枚ずつが扇形をしている︒このような形の

みることができる︒

が'現在は一〇斐位の船が操業しているにすぎない︒離

の方にはかからないで︑下の方にかかる︒負っ1脱ぐの網

餅のコギサシ7︑︑︑

期は五月から十一月までである︒六月から十一月までは
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引っ張ることができるO

う︒だから︑網を寝かせてお‑︒上を引っ張るから軽く

を引っ張ると潮の抵抗は大きいし︑泥の中に潜ってしま

鱒を中心とするように移っていった︒定位網にはオカア

するや'川と海で鮭鱒が捕れるようになり︑定位網も虹

和に入って落とし網をつけた︒分水が大正十一年に通水

り﹂する習性があるという︒現在の網の材質のハイレッ

だけは︑ほかの魚と過って前方に物があると ﹁後ずさ

ころを網にかけて捕る触法である︒ちなみにへ 鯛と判州鯛

網は三枚網で︑廿朗が発いてボンと士に飛びあがったと

して︑ボンと垂桁に上に飛び上がる河性がある﹂︒廿朗

r甘鯛は泥の中に潜っていて'朗だけを出している︒そ

である︒このうち︑独特な定置網をおこなっているもの

るわけではな‑︑それまでの独英実雛や信用などが必要

を支払って借用している︒しかし'支払えば誰でもでき

新独菜法施行以後は'弧脇が撒利を持っており︑行使料

前までは個人が巾請して︑許可される力法であったが'

が凹力統あり︑そのうち川力統がおこなわれている︒搬

統あった︒そしてへ 現在︑‑&﹂網は錐蝕が1カ枕︑虹鱒

I,︑とオキ7‑の二力統ありへ 昭和三十九年の時点で四力

クスは伸びるので︑族や金頚蝕へ 飛蝕はかかるが︑甘鯛

を取り上げてみたい︒

甘鯛網

はかからないC 甘鯛網はタテが二メI‑ルで'長さは何

太っている人のことを ﹁アマダイがきた﹂といったり︑

ちで改良したもので︑時化の時に揚げる必要がなく︑そ

が'鮭鱒の定置網をおこなっている︒彼らの網は自分た

野桜にある石井初治郎氏を中心とする八人のグループ

下唇がでている人はデブタイといった︒魚の特徴が人の

のため時化の後に魚が捕ることができる︒七〜八尋の水

尋もおこなう︒

分類に応用されているケースである︒

深の所で定置網をおこなっていること事態が珍しいので

あるが︑それを可能にしたのが'時化でも揚げなくてす

む網づ‑りであった︒ 昭和三十九年頃は朝昼夕の一日

定置網

定際網は︑寺泊では明治の終わり頃に鰯漁に導入され

三回網を起こしていた︒独期は四月上旬から六月中旬と

七

たのが始まりである︒始めは落とし網がなかったが︑昭
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岸線から三〇〇間以内'定置網どうしの間隔は二〇〇尋

秋がl三人であった︒現在︑組合の規則では︑導網は海

つの計三笠を使用していた︒当時へ 乗組員は春が九人︑

船は起こし船一隻と網の建て込みと取り揚げ船の‑隻ず

のほかにイナダやブリ︑アジ︑スズキ︑フグなどがある︒

十月上旬から十二月中旬の二回ある︒漁獲物は︑鱒・鮭

網を弛ませ︑潮の抵抗を少な‑した︒このイサリのぬき

れだけ抵抗がある︒長年の経験から網のイサリをぬいて

ければそれだけ抵抗を受けるし︑浅い所は波によってそ

ようにしたのである︒網は潮の流れの速さによって'太

くし︑重りを軽くし︑時化になると網全体が海中に潜る

なくてすむ工夫をした︒つまり'石井氏らは浮きを小さ

時化の後は魚がよ‑捕れたので︑時化の時でも網を揚げ

石井初治郎氏たちが定置網を始めたのは昭和三十五年

浅い所で︑こうしたものは珍しいといわれており︑よそ

方が重要であり︑網は自分たちで仕立てている︒水深が

(7)

離さなければならないことになっている︒

頃であった︒この頃は︑ごく普通に時化がきたら網を揚

から網の評判を間いて視察に来る人もいる︒

石井氏はこう語っている︒﹁当時︑串1台がその位の値

合って新たに五〇〇万で網を作った︒当時を振り返って︑

漁をおこなっている (町税側はカキがあるためできな

で淡水抱が︑下流は寺泊側よりの半分で中組がそれぞれ

大河津分水は︑上流は野机橋から堰の落ち口までの間

大河津分水の川漁

段でしたので︑車を一台息子に買ってやって︑そしたら

い)︒小泊抱は中組の沖で鮭・鱒を捕っている︒中組は

八

げていた︒定sS網といってもあまり捕れないので次第に
一人へ 二人と辞めていく人がでた︒これではいけないと

すぐにぶつけてなくなったんだと考えたのです︒そう考

小泊組を除いて︑荒町と新田の間で共同の船(四椴から

考えて︑昭和四〇年代の後半に︑一人七〇万ずつ出し

えて'失敗しても後悔をしないようにしました﹂︒漁師

五般)と網(五〇枚位) を持っており︑軌場を分割して

は四〇人位いたが︑昭和三十六年には二〇人位になり︑

1日交代で順繰りに漁をおこなっている︒淡水観は以前

の心意気が伝わってくる︒
従来はアバ (浮き) の浮力が強‑︑重りは重‑という
のが原則で'時化の時は揚げるのが普通だった︒しかし︑
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結成され︑規約がつ‑られている︒

現在は一〇人位である︒大正十三年には虹鱒刺網組合が

は野硫橋から下流にかけて︑三五カケ二枚の網に伸をつ

る︒水晶が多‑︑速い場合には流し網をおこなう︒これ

て‑れる︒春の1月から六月までは鱒'秋の九月から十

なっておりへ一〇キロ以上の勘合は'抑化切がnい上げ

網五枚位を固定し︑残りの‑五枚を振らせる方法であり︑

網を途中から﹁さげ﹂たりする︒﹁さげる﹂というのは'

の網を使う︒また'水 が多い時に'網を拠らせたりへ

けておこなわれる︒水品が多くなく︑流れも速‑ない勘

二月までは鮭'十月から九月まではヤツメウナギを︑そ

六〜七尋の深さの所に三尋の網を刺す︒流し網は机ごと

初めはマルキ船に11人乗っておこなっていたが︑その

れぞれ捕っている︒川池をする独恥の一年の生活サイク

の境にこだわらずにおこなうが︑刺網は組ごとに決めら

合には刺網をおこない'タレマシといって︑個人ごとに

ルは'冬は杜氏として出稼ぎに行ったり︑蛸東独をした

れた境の範関内でおこなう︒中組は一日ごとに刺す場所

後はマルキ船に船外機をつけておこない︑般近はプラス

り︑春は海老や蟹などの磯網と鰯漁をしている︒鰯漁は

を交代し'正午までに次の人が網を刺せるようにする︒

漁場を決めて'1日ごとに交代しておこなう︒刺網は水

三月二十日頃に ﹁網刺し﹂をLt 四月から六月までは鱒

淡水組は五月の末頃には土方の出稼ぎに出る人がいるの

チック製の船を使用している︒鮭鱒漁をおこなう者は︑

漁をした︒また'音は夏に手技網をしていた︒そのほか

で︑その頃から個人で網を刺してもよい︒彼らは︑川で

が多い時は二〇センチ︑比較的少ない時はt二〇センチ

サンバ (二丁櫓で二二二人乗の小舟) で八〜1 1尋の磯

は刺網と投げ網︑釣りで魚を捕っており︑海では流し網

成魚10キロを般低採卵のために軒化場に納める規則に

で小飼やキスを捕ったりした︒九月から一二月まで鮭漁

タ

コ

軟体類

で捕っている︒
九

をおこない︑その後杜氏の出嫁ぎに出ていたが'今は土
方に出る人が多い︒
阿部茂一氏は淡水組に入っており︑分水で川漁をおこ
なっている︒彼によると'漁法は川の水品によって異な
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ダコ︑アシナガダコ︑イシダコが捕れる︒なかでもミズ

ど近隣の沿岸でも盛んである︒寺泊では,︑︑ズタコ︑エイ

タコ漁は寺泊ばかりでな‑'間瀬や五ケ浜︑角田浜な

月に卵がt杯ついていておいし‑︑高値で売れる︒

ており︑各地で呼称が異なっている︒雌のエイダコは三

前浜ではイダコ︑角田浜や四ツ郷屋ではハナダコといっ

り足の長さが四〜五倍もあるが︑あまりおいし‑ない︒

このほか︑アシナガタコは一キロ以下で︑普通の輪よ

隻位の船が従事していたが︑現在は一〇隻位の船しかお

イシダコは大きいのだと二〜三キロあり︑水深が五〇尋

タコは冬の漁として結構揺れて収入になる︒戦前は四〇

こなっていない︒主たる操業方法は︑純に箱をつけて海

以内に生息しているが︑煮ると固‑て︑あまりおいし‑

:
o
:

ない︒

底に沈めて捕る︑いわゆる蛸壷漁である︒
・︑︑ズダコは最もよ‑捕れる輪で︑寺泊ではまオオダコと

ツブカゴはクロバイガイを捕る道具で︑解良清一氏が

ツブカゴ漁

しかし︑雌のダブは味が悪いし︑役にたたない︒鯛の餌

戦後炭入れをヒソ‑にして改良して作り︑たくさん捕れ

言っている︒雌をマダコ︑雄をダブダコとも称している︒

には雌の‑ズダコしか用いられない︒マダコが一匹一〇

(以前は三〜四メI‑ル間隔であったが'1‑1iれな‑なっ

るようになった︒以前は竹の俺であり︑浮力があって

エイダコは二〇〇〜三〇〇グラムと小さく'凹月から

たために間隔を広げた)︑粘臆に沈めて捕る︒乱数は初

〇〇円すると︑ダブは三匹でも一〇〇〇円もしない位安

六月の間へ 沖合の水深1二〜1三尋の所で捕れる︒エイ

め二〇個に制限されていたが︑その後緩められて現在は

ひっくり返ったりしてうま‑捕れなかった︒ツブカゴは

ダコは鯛の桝にする︒生きたエイダコを釜でゆでて︑熱

制限がない︒以前は一能で六〇〇個位も捕れたがへ 現在

い︒独師は太った女性が釆た時など︑よ‑﹁ダブがきた︑

いまま足や頚などを針につける︒しかし︑時期がはずれ

では一徹に五〜六個位しか捕れない︒クロ.バイガイは1

二尺角(六〇センチ) の龍を一三メ1‑ルおきに付けて

ると圃‑て桝にならない︒鯛の桝に用いたので︑エイダ

個平均で五〇円位で売る︒なお︑シロ.バイガイは捕獲が

ダブがきた﹂ と言い︑このタコの方言を比喰に用いた︒

コ (飯蛸) といったのかも知れないという︒五ケ浜や越
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カニカゴ漁

と思われる︒最近の龍は日が小さ‑て.'(イガイも捕れる︒

津市から導入したことが︑広がるきっかけになったもの

じょうにできている︒新潟県内では能生町が富山県の魚

三重県の海軍士官に

カニカゴの漁法はツブカゴと同様に︑両端にボンテンを

禁止されている︒

よって戦後考案された

浮かべて'問に寵を三〇個沈める︒剛は鮎を用いる︒多

ているためへ 寺泊ではおこなわれなくなった︒なお︑ズ

年十1月から︑山六さんが岩船に収拠地を移して操業し

一〇〇〇〜1五〇〇メI‑ルの海底に生息している.昨

という︒寺泊にこの寵

I

̲
力
^^^蝣c

t

い時でt個に五〜一〇匹入っている︒ズワイガニは普通

ar
.
潤

が導入されたのは︑山
形県の寵業者からで
あった︒ツブカゴより
後のことである︒この

ワタリガニは足にカイズメがあり︑泳ぐことができる︒

ワイガニの雌ほ捕狂が禁止されている︒

め︑深海にはおろすこ

こうして浮いているカニのことを ﹁浮きカニ﹂と言うが︑

ツ

とができず︑浮いてい

このカニは金毘羅様が乗っているので'捕ってはいけな

龍は枠が細くて弱いた

るワタリガニ(ガザ︑,︑

いと言われている︒

寺泊の蟹の方言を以下に示しておこう︒

煩) やマルカニ(ハチ
ノジガニ) を捕るものである︒ かつては︑一枚網で捕っ

ギシガ︑︑︑

na言
ナキガザ,︑︑

ワタリガニ

学名

間がかかるため寵に切り換えた︒現在︑この寵は新潟精

ジャノメガザ︑,︑

ツマジロガニ・ハチノジガ‑

ていたが︑網を張ったり'揚げた後取りはずしたりで手

鋼とエリサワ魚具から購入している︒龍は普段は折り畳

‑ガ‑マルガニ

(間瀬や巻ではマルガこといっている)

んでおく︒船ごとに寵数の制限はない︒
ズワイガニを捕る龍は深海でも耐えられるようにがん
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ムラサキズワイ

ベニズワイ・ズワイガニ

含めて'自然界全体にわたる漁師の認識体系から理解さ

て︑漁師の世界観は'信仰だけではな‑技術の側面をも

ることは︑海水の色で海面を識別したり︑ヤマアテによ

れるべきであると思う︒漁師が独自の世界観を持ってい

タラバガニ

イバラガニ

(学名で呼ぶ人もいる)

エチゼンガニ
(マツバガニ)
タラバガニ

って水深を図っていることなど︑海上での認識すべて

の刺し方を変えたり︑鯛の餌に雌のミズダコやムシを用

延縄の縄の延え方を変えたり︑餌のコギサシア‑漁で網

独自に築きあげた魚の知識に基づいているのである︒軒

の格脚の結晶が技術なのであり︑それは自分が経験的に

る側面とを併せもっている︒漁師が海上でおこなう魚と

面をもっていると同時に︑個人的に様々に工夫されてい

えない側面がある︒独業技術は伝播され︑伝授される側

てきた︒しかし︑技術は単純に技術それ自体としては扱

界観とは無関係に︑蝉なる純粋な技術として取り扱われ

面のみを取り上げてきた︒他方︑漁業技術はこうした世

これまでへ 漁師の世界観の研究は︑漁業神の信仰の側

そのことがかえって漁獲を増やしている︒ああ︑そうか︑

おいても同様のことがいえると考えている︒失敗したが︑

では︑指田清氏を中心に取り上げているが︑他の漁師に

いることに注目する必要がある︒漁師といっても'ここ

ていること'つまり失敗が蝕の習性を知る契機になって

いろいろな失政を柾験してv﹂の習性をより正確に知っ

の習性に関する知識であり︑縁起をかつぐ行為である︒

るものであるが'まさに両者を結びつけているものが食

独業が運に左右される仕事であることの表裏をなしてい

いろな工夫を経験的に用いていbo信仰と技術の両面は︑

のかへ それを知ることが重要であって︑そのためにいろ

漁師個人にとっては︑どうしたらた‑さん魚が捕れる

が我々とは異なっていることかtb端的に窺われる︒

いたり︑定置網のイサリの抜き方など︑どれ一つをとっ

魚はこういうふうに動‑のかと︑失敗の経験が既成の考

むすびにかえて

ても漁師個々人が失敗から学んだ漁法であり︑魚に関す

え方を修正する契機になっている︒こうして魚の習性を

一〇

る既成の知識の修正を併せて伴っている︒その点におい
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いろいろな失敗の経験によって魚の習性を多少とも知っ

かに︑海や魚に間してすべてを知っているわけではいが︑

より経験に即して知っていく︒こうした漁師の態度のな

たものである︒なぜなら︑ドザエモソ信仰は信仰という

といケ側面と同時に縁起をかつぐという側面を併せもっ

ところで︑本稿で取り扱ったドザエモソ信仰は︑信仰

信仰と縁起をかつぐことの中間に位霞しているといえる

ほどの信念に非づいているものではなく︑かつてはむし

かも知れない︒それでは︑なぜ水死人を拾う行為をあえ

ている︑そういった謙虚な変が読み取れる︒だからこそへ

この縁起をかつぐ行為は︑信仰と技術を媒介している

ろ水死人を敬遠してきたが︑現れは反対に綾起をかつい

ものとして位忙づけられる︒医者やお坊さんと会ったら︑

てドザエモン信仰と考えたのか︒その理由にはいくつか

様々な試行錯誤を繰り返して︑自分なりに納相のいく力

約めてからでないと船に触ったり︑家に入ったりしない︒

ある︒1 つの理由は︑ドザエモンを拾うと大地になると

で信仰されている経線がある︒ドザエモソを一度拾って

蛇や汝という言薬は縁起が想いから使わない︒こうした

いう考えが全国的に見られるものであり︑なかにはエビ

大地になったり︑あるいは他人が大池になるのを捌くに

縁起をかつぐ行為の袋にI '前述したように︑魚は捕れ

スさまといって神様として扱っている所が各地にあるこ

法で軌をおこなっているのである︒またへ こうした r海

るかどうかわからない︑という基本認識がある︒わから

とである︒そのほか︑ドザエモンを船にあげる時に1定

や魚に対して自分は無知である﹂ という認識がその人に

ないからこそ︑縁起をかつぐのである︒決まっていたら︑

の儀礼行為を伴っているものが比較的多い︒たとえばへ

つけて︑自分もそれにあやかりたいという気持ちがある

あえて縁起をかつぐ必要がない︒縁起をかつぐ行為は

佐波の両局地区では︑拭声を必ず浴びせかけるという儀

からである︒従って︑ドザエモン信仰は厳密に言えば︑

様々な職業のなかにみられるが︑それらはある程度迎に

礼がおこなわれている︒また︑r必ず戻ってくるから'こ

海を恐れさせ︑不安を抱かせ︑その一方で信仰深くさせ︑

左右される職業であり︑これらの職業には一寸先が見え

こにいろよ﹂などと声をかけたり'船の‑サキの左側か

縁起をかついでいるのだといえるだろう︒

ないという仕事の性格が共通しているのである︒
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というこの因果関係の認識は︑1種の信仰に近いもので

漁師が解釈していることである︒﹁霊がお返しをする﹂

た ﹁お返し﹂ をドザエモンがして‑れたからであると︑

と考えた最大の理由は︑大漁になったのは拾ってもらっ

知れないという共感である︒さらに︑ドザエモンを信仰

ドザエモソに対する恐れであり︑自分もいっそうなるか

いった儀礼はみられないであろう︒特殊な感情︑それは

情に基づいている︒ドザエモン以外であったら︑こう

縁起をかつぐこと以上に︑ドザエモソに対する特殊な感

ら引き揚げることが決まっている︒こうした決まりは'

ものである︒

供者が記徽していないものは︑すべて筆者の投影による

いた︒これらの方々に謝意を表したい︒なお︑写共の提

史編纂室および新潟大学教授上田将氏の御助力をいただ

初次郎氏︑阿部茂一氏のお世話になった︒また︑寺泊町

(付記) 調査にあたって︑指田活氏と解良清一氏︑石井

かにとらえることができるのである︒

解することによって︑漁師の生き方や世界などをより豊

現化されたものであり'漁業技術を牡界観の観点から理

いってよいものであろう︒漁業技術は漁師の世界観が具

関する漁師の認識は︑別言すれば︑これこそが世界観と

(‑)室川右疏r鵜の岩の伝説を小心に﹂その一〜その他 ﹃汐

あると考えられる︒信仰以外に大地とドザエモンとは結
びつきえない︒それゆえに︑水死人を拾う行為には︑ド
ザエモソ信仰と呼べるような信仰があるのである︒

言い換えれば︑魚に関する新たな認識を絶えずつくり替

しながら自分の漁業技術をみがいておりへ この過程は︑

からであろう︒しかしながら︑漁師は試行錯誤を繰り返

きた︒世界観は信仰のみが対象になると考えられてきた

(4)妻戸神社の由来については︑﹃寺泊町史﹄資料編4民俗・

五四六〜五四九ページ︒

ジ︑および﹃寺泊町史﹄資料4'民俗・文化財編'昭和六十年'

(3)青柳前作﹃寺泊の歴史﹄昭和五十四年︑八五〜八八ペー

(2) ﹃新潟県屯要調査報告酎﹄大正九年へ 五〜一〇ページ︒

路])節‑二号〜第一七号︑昭和二十七年〜昭和三十年︒

えている過程である︒それは︑自分の経験に基づいた魚

文化財︑昭和六十年︑五五二〜五五五ページを参照されたい︒

独師の性界観はこれまで海の信仰のみから理解されて

の習性に関する漁師独自の知識の体系である︒海と魚に
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(5)的軌の操業方法については︑佐藤康行r寺泊における鱈
漁の変遊とその漁菜形態﹂r寺泊町史研究﹄第五号︑平成元年'

画

遠輩平のこと

として三島郡入軽井村に生まれた︒胡似軒と..ゾす︒二〇歳のこ

遠藤軍平は天保七 (一八三五)年七月十六日'父男助の四男

ろ行雲の志を立てて江戸に山︑呂平瀬に学んで詩文・経学を修

および﹃寺泊町史﹄軒料編4民俗・文化財'昭和六十年︑六〇
三〜六10ページを参照されたい︒

生は二〇〇〇人に及んだといわれる︒

統けた塾を閉ざすのやむなきに至った︒この間︑性に送った朝

減'一方軍平も病にかかり︑斬価の思いで明治十三年に二〇年

という︒しかし明治期に入ると時流の変動もあって塾生は漸

られ寄宿を原則としたが'塾生は常時一〇〇人を下らなかった

者館と双壁をなす名門塾であった︒塾は東西南北の四寮に分け

在した鈴木文台(文化十四年寺泊に楽波事を間乾した人) の長

名を対獄館といいへ 鵜原郡粟生津村(書田町大字粟生津) に所

軽井村字松割北入沢の地に西軽敏を創設した︒この塾は︑別の

めた︒そしてへ 万延元(1八六〇)年に仙郷し'翌文久元年'入

(6)三枚網については︑T寺泊町史﹄軒料編4民俗・文化財'
昭和六十年'六〇一ページを参照されたい︒
(ォ*‑)r新潟Ijfの魚貝法)Ⅳ︑新潟脱水鹿試験幼︑昭和四十三年
一六三〜1七〇ペー*︒
(8) タコ.地には︑この輸i>‑'漁のはかに︑7人でスカシボウを
用いて捕る方法がある︒寺泊では︑蟹を棒の先に結わえ'その
上にサメやフグの皮をめだつように付けて捕っている︒スカシ
ボウでタコを捕る漁法も地域や個人の差があっておもしろい︒
新潟県内のクコ軌については︑上田将'佐藤康行r新潟鵬にお
ける鱈延糾地とタコ漁について﹂ (r新潟史学﹄第二〇号'昭和

三島郡会副議長に推され︑また'請われて新潟師範学校の教授

軍平は間もなく健康を回復し︑選ばれて県議会議員となりへ

部における漁業の変遷と形態﹂ (﹃巻町史研究﹄V︑平成元年)

となって活躍した︒しかし一念期するものがあって全財産を処

六十二年)︑また巻町のタコ漁については'佐藤康行﹁巻町換村

を参照されたい︒

分して東京へ移住し'本郷に越後学寮を開設して子弟を教えた

が︑串志と異なり生計に閃窮した︒そして'明治二十七年十二

月十日︑浦舟の中で五九歳の生錐を閉じたのである︒(山崎)
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囲

小越平陸の

こと

治水の調査と事業の勧告に東奔西走した︒特に昔々から

ixer.

洪水と治水を重ねて来た黄河の治水事業の推進には心血
夏戸村小越与平次の二男(六人兄弟)として生まれる︒

河の治水にあり﹂ と絶叫し︑危機に身をさらしながら病

を目撃し ﹁中国大陸百年の計︑数億の人々救済の道は黄

を注いだのである︒大正六 (一九一七)年︑天梓の洪水

少年時代'長岡の高橋竹之助の誠意塾に学び︑その影野

を押して各地を歴訪し︑難民の救済を訴えたという︒

小越平陸は慶応二 (一八六六)年四月十八日︑三島郡

と時局の重要性の中で︑海叩を志願して七年間兵役に服

日活戦争の勃発によって帰国し︑要人と交わる︒その後

するところがあってウラジオス‑ツクに渡る︒しかし︑

を請うたが︑痴人の寝言として相手にされなかった︒平

ちに ﹁中国との運命共同体﹂ を説いて︑黄河治水の援助

たので断腸の思いで中国を離れて帰国し︑日本の要人た

しかし︑遠大な計画は思うに任せず︑かつ健康も損ね

勝海舟の意を体して中国に渡り︑その国の地勢や民情に

陸はこれにひるむことなく︑運動資金の一助にもと︑昭

する︒明治二十六年八月に海軍を除隊したが'一大決意

ついて踏査し︑常に民衆と融和しながら活排した︒中国

和三年︑大著﹃黄河治水﹄を出版したがへ そのころから

数年前の ﹁新潟日報﹂ の ﹁声﹂欄に︑寺泊町の医師小

における足跡は火西南北到らざる処なく︑四川・雲南・

十二年帰国したがへ 恥と仰ぐ勝海舟はこの年に逝き'墓

宅朝男氏が r日中友好の先覚者平陸小越翁の顕彰を﹂と

極度に衰弱Lへ 翌年十二月十日へ 波潤に富んだ生距を閉

前に働実して再び大陸に渡り︑族順ではロシアの官憲に

題し︑﹁その寡欲・清貧・不抜の意志・大構想・人類愛︑

血八州の地は三度へ 長安・洛脱の古都も三度へ 更に長白山

拘留されるなど苦労を重ねた︒更に義和団の乱に巻き込

どれをとっても越後の生んだ大偉人・奇人だと考える﹂

じたのである︒時に享年六五歳であった︒

まれ︑西安に避難した活の王室に従ってその地に赴き︑

として︑小越翁の新形を呼びかけている︒まさにその通

から満州を巡歴して﹃白山黒水銀﹄を著わした︒明治三

飢餓の流民と土錨の中に起臥して苦難を共にしたというO

(山崎)

りなのである︒

′'つしj▲ノ

その後も中国の山野を酪捗し︑放難を梅めながら主に
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