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1.海獣類出土遺跡

~t控 3 県の海獣類出土遺跡は，現在12遺跡を数え

る。そのほとんどは縄文時代遺跡であり，弥生時代

以降の所属が石留君、されたのは，輪島市紬倉島シラス

ナ貝塚（古墳時代）のみである。ただし ，海獣類遺

体が縄文時代に属するものと断言できるのは，表 1

に掲げた遺跡のうち，鳥浜，上山田，堀松，赤浦，

三室福浦，半ノ浦，真脇，朝日，小竹の9遺跡にか

ぎられる。大境洞穴，木ノ浦遺跡については，縄文

時代遺物の可能性は大きいが，動物遺体の所属時期

を決定しにくい出土状況を示している 。このような

不確実な例を含めるならば，縄文時代の動物遺体出

土遺跡34遺跡（表 2）のうち，海獣類出土遺跡は

11遺跡， 32%をしめることになる 。

これらの海獣類出土遺跡から現海岸線（現lOOrn等

深線）までの概算距離を km単位で示すと，鳥浜 6

(23），上山田 3(22），堀松 1.5(15），赤浦 1(13) , 

付近の遺跡からは汽水産動物遺体，内陸水域付近の

遺跡からは淡水産動物遺体がそれぞれの組成の主体

をなしているならば，当時の地形は現在とさほど変

わりがなかったということになり，研究成果として

はあまり面白味がない。むしろ，予想しない結果が

得られるほうが，さらに興味がわいてくる。そのよ

うな予想しない，あるいは予想を越えた結果が得ら

れることの要因として ，一般に①当時と現在との

自然環境の相違，②当時と現在の動物生態の違い，

③当時の人々による人為的選択，④当時の人々の

捕獲技術に対する研究者の先入観，⑤調査者による

試料採取の誤り，などがあげられよう。

上山田貝塚（潟に面する主淡貝塚），赤浦貝塚（内

湾に面する主蹴貝塚），真脇遺跡（湾口部に面するイ

ルカ多量出土遺跡）の水域環境と動物遺体車即戎につ

いては，かつて論じたことがある（平日， 1985）。全

体としては，現地形分析による水域窮克の推定と水

三室福浦 0.3(6），半ノ浦 0.1(16），真脇 0.4(2.4), 産動物遺体の組成とは一致した特徴を示しているが，

大境洞穴 0.1(2.1），朝日 1(6），小竹 3(5），木ノ浦 細部では意外な事実も認められる。たとえば，上山

0.1(20），紬倉島シラスナ 0.05(0.3）となる。いずれ

も現海岸線から6krn以内の海岸部に位置する 。イル

カの多量出土で知られる真脇遺跡と朝日員塚は，現

海岸線から 1km以内，現lOOrn等深線から 6krn以内と

いう近距離に位置する。加賀平野の伏見川中流，現

海岸線から約6krnの距離にある金沢市米泉遺跡から

は鯨骨製品が出土しているが，未加工の鯨類骨は出

土していない。本論文では，このような加工骨のみ

の場合は，鯨類出土遺跡から除外してある。

2.水域環境と動物遺体組成

遺跡の水域環境と動物遺体組成を比較し，たとえ

ば海岸付近の遺跡、から出場bl<.産動物遺体，潟や河口
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田貝塚の場合，研究初期においては，汽水産のヤマ

トシジミが主体をしめているとされ，保管されてい

る遺物に海産の貝もめだつことから，貝塚形成時の

河北潟は入江のような状態であったと考えられがち

であった。ところが，筆者が調査主任を担当した第

3次発掘調査 (1976）の結果，ヤマトシジミよりも

淡水産のイシガイやタニシ類が主体をしめること，

魚類組成においてもフナなどの淡水産が圧倒的に多

いことが明らかになり ，地形・遺跡分布の分析結果

と合わせ考えるならば，当時の河北潟も基本的には

現在と同じ，潟の形状をなしていたという結論が得

られたのである。ただし，主淡貝塚にしてはオキア

サリという海産貝類もかなり多く，この事実につい



ては外海産の美味な貝を求める縄文人の噌好による

結果と解釈した。

真脇遺跡における縄文時代のイルカ漁は，この地

がイルカを捕獲しやすい自然環境に恵まれており，

近世から明治にかけて盛んにイルカ漁が行なわれて

いたにもかかわらず，発掘調査によってイルカ骨が

多量に出土するまで誰もその可能性を指摘すること

がなかった。といっても，真脇遺跡の発掘以前に，

富山湾沿岸の遺跡でイルカ骨が多く出土した例が皆

ルカが多数をしめるというほうが自然で，朝日貝塚

のようにマイルカが主体というのは不自然な感じが

する。しかし，ともかく接近してきたイルカを捕獲

するという点では，カマイルカよりもマイルカのほ

うが捕獲しやすいはずである。現在でも追込漁法よ

り突棒t鮒去に向いているというカマイルカの習性か

らすれば，縄文時代遺跡からのカマイルカ多量出土

は，捕獲対去上の問題をはらんいるといえる。

真脇遺跡では，銘はまったくなく，石槍が多量に

無であったわけではない。金子治昌氏は，山内清男 出土している。また，出土イルカの第1頚椎と第2

氏による教示として朝日貝塚からイルカ骨が多く出 頚椎の融合度を検討した結果では，マイルカはカマ

土していることを早くから指摘している（金子， 19 イルカよりも融合初段階の頻度が高く，完全融合段

58）。イルカ骨が出土していること自体は，朝日貝塚 階の頗度も比較的顕著である。このようなカマイル

第2次発掘調査の報告にも書かれており，出土状況 カとマイルカの聞にみられる成長段階別の構成差は，

を示す写真も掲載されている（大村・林， 1924）。と

ころが，なぜかこの事実は一般にあまり注目される

ことなく時が経過してしまい，富山湾沿岸における

縄文時代イルカ漁についての本格的研究の開始は，

真脇遺跡の発掘を待たなければならなかった。

朝日貝塚出土獣類の個体別組成を調べてみると ，

鯨類は 63.1%をしめ，北陸では真脇遺跡の 90.1%

に次ぐ高率である。しかも，朝日貝塚は富山湾の奥

両種の習性や捕獲方法の違いを反映しているようで

ある。包囲網を突破しやすいカマイルカの場合，網

類を用いた追込漁法と石槍を用いた突俸漁法を併用

しても，十分成長した強力な個体は逃がしてしまい

がちであったのではないか。これとは対照的に，シ

ョックを受けやすいマイルカの場合，岸近くの浅瀬

に追い込んで，素手で一括捕獲することもありえた

のではないかと考えられる。なお，朝日貝塚からは，

に位置しているにもかかわらず，そこから出土した 確実に石槍とみなせる石器は出土していない。

鯨類の主体は，一般に沿岸に近寄ることはまれとさ 朝日貝塚から現在の海岸線までは約1切であるが，

れているマイルカなのである。朝日貝塚出土イルカ 大河川による沖積作用が顕著な地域であることから，

の樹落成を第1頚椎（総数日）によって示すならば， 5m等高線を目安にして海進期に当たる縄文前期の海

マイノレカ 70.8%，カマイルカ 12.5%，バンドウイ

ルカ 8.3%，ゴンドウクジラ類 4.2%，不明 4.2%

となる（平口， 1986）。真脇遺跡I区XI層グリッド

設定範囲から出土したイルカ第1頚椎（総数91）で

岸線を想定すると，当時の海は遺跡の東方約lOOm辺

りまで迫っていたことになる。また，遺跡の南方に

ひろがる十二町潟は，当時，深い入江をなしていた

らしい。おそらく，入、江の口付近まで接近したマイ

は，カマイルカ 60.4%，マイルカ 34.1%，バンド ルカを入、江の奥まで、追い込んで捕獲したのであろう。

ウイルカ 4.4%，ゴンドウクジラ類 1%であった 深い海が岸近くまで入り込んでいる富山湾であるか

（平口， 1987）。つまり，朝日貝塚と真脇遺跡ではマ ら，沖合性のマイルカも接岸しやすかったに違いな

イルカとカマイルカの順位が逆転しており，しかも， い。それにしても，マイルカが遺跡から出土する例

マイルカとカマイルカの出現率の差は，朝日貝塚の

ほうがずっと大きいのである。

カマイルカが弱沿岸性で数百から 1千頭という大

群で回遊することが珍しくなくないのに対し，マイ

ルカは沖合性で100から200頭という小群が多いとい

う生態的キ回遠からすれば，真脇遺跡のようにカマイ

は他の地域でも珍しいことではないから，マイルカ

の生態が現在とは異なっていた可能性を検言寸するこ

とも必要であろう。

小竹貝塚も，湾奥に位置している割には，イルカ

がめだって出土している遺跡である。動物遺体組成

の詳細は把握されていないが，筆者の調べた範囲で

2-



は，カマイルカの頭蓋骨2点・第1頚推1点，マイ

ルカの右下顎骨前部2点・第1頚椎2点、のほか，小

型イルカ（たぶんマイルカまたはカマイルカ）の下

顎骨中央部2点・遊離歯18点・右肩甲骨1点・頚椎

～尾椎多数，中型イルカ（たぶんバンドウイルカ）

の遊離歯1点などがある。汽7)<.・淡水産を主体とし

た魚貝類車助戎によれば，当時の水域環境があたかも

現在とあまり変わらないような印象を受ける。しか

し，イルカ遺体のあり方からすると，当時の遺跡を

とりまく水域にイルカ漁に適した条件が備わってい

たと考えざるをえない。おそらく，当時の放生津潟

は湾状に大きくひろがり，河口も現在より遺跡に近

い位置にあったのであろう。

3.鯨類と鰭脚類

海獣類出土遺跡12遺跡のうち，鯨類と鰭脚類がと

もに出土しているのは10遺跡で 83%をしめる。残

る2遺跡，すなわち三室福浦と木ノ浦は，海獣類と

しては今のところ鯨類のみであるが，露頭調査や試

掘調査で採集されたわずかな資料によるもので，本

来の獣類組成の特徴を示しているとはいえない。表

3の上山田出土獣類組成で鰭脚類が0となっている

のは，第4次発掘資料によるためで，第1次発掘資

料中にはアシカの骨が1点含まれている。

統計的信頼のおける資料の獣類組成において，鯨

類のほうが鰭脚類よりも個体数率が高いと明らかに

いえるのは，真脇，朝日，小竹の3遺跡のみであり，

逆に鰭脚類のほうが鯨類よりも個体数率が高いとい

えそうな例は，紬倉島シラスナ貝塚のみである。シ

ラスナ貝塚の発掘調査報告によれば，アシカの右上

顎犬歯・左上顎第3"WJ歯・左榛骨 ・距骨・躍骨・脊

椎骨・肋骨が出土しており，数量は必ずしも多くな

いが，すべてが同一個体関係にあるとはみなしがた

い（渡辺・奈良崎， 1978）。この報告書では鯨類につ

いての記載はないが ，その後の出土資料の中には，

ゴンドウクジラ類程度の大きさの鯨類上腕骨が1点

含まれている。表 1の該当項で「マイルカ科大型？J

としたのは，そのような理由による。

輪島と紬倉島との中聞に位置する七ツ島では，近

世に「トド猟lが行なわれていたが，この「トドJとは，

実際にはアシカのことを指すらしい。帥倉島深湾洞

遺跡からは，弥生時代前期～中期初頭の土器ととも

に，スクレーパーなどの石器が出土しているが，こ

のスクレーパーは捕獲したアシカの解体具として用

いられたのではないかと推定されている（ノド鳴編，

1985；小嶋， 1990）。紬倉島では，古境時代のみなら

ず弥生時代にもアシカ猟が行なわれていた可能性が

出てきたわけである。シラスナ貝塚におけるアシカ

遺体の出土量は，アシカ猟の隆盛を示すほど多いわ

けではないけれども，骨を煮立てて探湯したあとの

残り糟まで肥料などに利用したとすると，遺体が遺

跡に残りにくいのも当然ということになろう。深湾

洞遺跡出土石器のうち，これまでに石槍として紹介

されているものは，形態的には尖頭削器（converg-

ence scraper），機能的には解体具とみたほうがよい。
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表 l北陸の海獣類出土遺跡

番号 遺跡名 種 名 主要文献

鳥浜貝塚 ヒゲクジラ亙目またはハクジラ亜日大型、シャチ、 鳥浜貝塚研究グ

マイルカ科小・中型、アシカ、オットセイ？ ループ（ 19 7 9・

84・87)、茂原

ほか（ 1991) 

13 上山田貝塚 ヒゲクジラ~目またはハクジラ亜目大型、マイルカ 松井・平口（ 19 

科小・中型、アシカ 79）、直良（ 19 

79) 

16 嵐松員塚 ヒゲクヅラ亜目またはハクジラ翌日大型、アシカ科、 直良（ 1955) 

18 赤浦貝塚 マイルカ科小・中型、アシカ科 平口（ 1977) 

19 三室福浦遺跡 マイルカ科小・中型 崎山ほか（ 1984) 

22 半ノ浦遺跡 マイルカ科小・中型、アシカ 平口（ 1985) 

23 真脇遺跡 カマイルカ、マイルカ、バンドウイルカ、オキゴン 宮崎・平日（ 19 

ドウ、コビレゴンドウ、ハナゴンドウ、アカホ‘ウク 86) 

ジラ科、ナガスクジラ科、アシカ、トド、オットセ

イ

26 大境洞穴 マイルカ科小・中型、アシカ科

27 朝日貝塚 マイルカ、カマイルカ、バンドウイルカ、マイルカ 平口（ 1986) 

科大型、アシカ科

28 小竹貝塚 カマイルカ、マイルカ、マイルカ科中型、アシカ科 平口（ 1986）、

富山埋文センタ

ー（ 1991) 

31 木ノ浦遺跡 マイルカ科小－中型、 平日（ 1985) 

35 t由倉島シラスナ貝塚 アシカ、マイルカ科大型？ 渡辺・奈良崎

( 1978) 

註

I ）種不明の鯨類のうち、原本でクジラと表記しであり、体長 5m程度以上と考えられるものについ

ては、 「ヒゲクジラ亜目またはハクジラ亜日大型」とする。

2 ）種不明の鯨類のうち、原本でゴンドウクソラ類と表記しであるものについては、 「マイルカ科大

型J（大型イルカ相当）とする。

3 ）種不明の鯨類のうち、マイルカ科の一種でバンドウイルカ程度の大きさのものについては、 「マ

イルカ科中型」（中型イルカ相当）とする。

4 ）種不明の鯨類のうち、マイルカ科の一種でマイルカ・カマイルカ程度の大きさのものについては、

「マイルカ科小型」（小型イルカ相当）とする。

5 ）「小・中型Jは、小型または中型を意味する。

6 ）「アシカ Jは、原本でニホンアシカと表記されているものを含む。
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表 2 北陸における縄文時代の動物遺体出土遺跡と弥生時代以降の海猷類出土遺跡

番号 遺跡名 主要時期 面する水域 主水産動物 所在地

遺体生息域

*I 鳥浜貝塚 縄文前期 三方湖 淡水 福井県三方町

2 国井野貝塚 縄文前期 三方湖 淡水 福井県三方町

3 北煽貝塚 縄文前期 九頭竜川下流 汽水 福井県福井市

4 北杉谷貝塚 縄文中期 九頭竜川河口 汽水 福井県三国町

5 舟津員塚 縄文中期 竹田川下流 汽水 福井県芦原町

6 井江震貝塚 縄文中期 竹田川下流 汽水 福井県芦原町

7 藤ノ木遺跡 縄文中期 大聖寺川下流 石川県加賀市

8 柴山潟底貝塚 縄文前期 柴山潟 汽水 石川県加賀市

9 柴山貝塚 縄文中期 柴山潟 汽水・淡水 石川県加賀市

10 大谷山貝塚 縄文前期 木溺潟 淡水 石川県小松市

II 五郎座貝塚 縄文中期 木場潟 淡水 石川県小松市

12 御保谷マセ洞穴 縄文後期 大杉谷川上流 石川県小松市

* 13 上山田貝塚 縄文中期 河北潟 淡水 石川県字ノ気町

14 四柳貝塚 縄文中期 巴知潟 汽水 石川県羽咋市

15 穴口良塚 縄文中期 福野潟 汽水 石川県志賀町

* 16 堀松貝塚 縄文中期 福夏子潟 汽水 石川県志賀町

17 神代員塚 縄文中期 福野潟 汽水 石川県志賀町

* 18 赤浦貝塚 縄文中期 七尾南湾・赤浦潟 厳水 石川県七尾市

* 19 三室福浦遺跡 縄文晩期 七尾南湾 石川県七尾市

20 湯川ウラタンボ遺跡 縄文前期 崎山川下流 石川県七尾市

21 湯川ムカイダ遺跡 縄文前期 崎山川下流 石川県七尾市

* 22 半ノ浦遺跡 縄文前期 七尾西湾 献水 石川県能登島町

* 23 真脇遺跡 縄文前期 内浦 麟水 石川県能都町

24 高波ふるや員塚 縄文中・後期 内浦・伏見川河口 汽水 石川県珠洲市

25 中波貝塚 縄文中期 富山湾 富山県氷見市

* 26 大境洞穴 縄文中～弥生富山湾 富山県氷見市

* 27 朝日貝塚A地点 縄文前～後期 富山湾・十二町潟 厳水 富山県氷見市

B地点 縄文後・晩期 汽水

* 28 小竹員塚 縄文前期 神通川河口・放生津潟 汽水・淡水 富山県富山市

29 幌ケ森貝塚 縄文前期 神通川河口・放生津潟 汽水・淡水 富山県富山市

30 南太閤山 I遺跡 縄文前期 下条川中流 富山県小杉町

* 31 木ノ浦遺跡 縄文前～古墳七尾西湾 石川県中島町

32 桜町遺跡 縄文中期 小矢部JII中流 富山県小矢部

33 米泉遺跡 縄文後・晩期 伏見川中流 石川県金沢市

34 岩内遺跡 縄文晩期 手取川中流 石川県辰口町

* 35 紬倉島シラスナ貝塚 古墳 日本海 厳水 石川県輪島市

水#ft猷額出土遺跡

- 5 



Q
ノ

1
A
〆
O
1
A
今コ

i

・
・
・
・

。
山
門

i
1
4
勺
4
2
J
F
hノ

内

L

r

h

u

頭

3
8
1
辺

2
克

名

値

項

目シカイノシシ
4哩陸獣

量諒類
鰭閥顔
合計

目

朝日出土獣類組成
－
A
円

4
r
b
G
J
内

4

%
1
2
L
m
－
 

頭
10 
7 
5 

290 
7 

319 

名

値

項
口シカ
図イノシシ
量／！型陸獣

銀類
図鰭脚類

合 計

自

真脇出土獣類組成

% 
14.6 
19.5 
56.1 
9.8 
0.0 

頭

6
8
3
4
0
引

名

値

項
口シカ
図イノシシ

百四鯨類
主鰭間瀬

目

上山田出土獣類組成

% 
35.7 
32.2 
14.3 
7.1 
10.7 

頭
叩

9
4
2
3
認

名

値

項

目シカイノシシ
4型陸獣

昌館類
図鰭脚類

合計

目

赤；清出土獣類組成

真脇・朝日・赤浦・上山田出土獣類組成（種別個体数〉表 3



／ぴ
Jレ
そ〉．

ぷ、
./ ~ 

／ 、旬、．

6、
ノコ

／ むらλ

Jレ
今． ネ

事

φ
 

-＼（）（）ぴ1

ミ予手J

令

0 10 20 30 40 50 km 

一
・縄文l時代の動物遺体出土遺跡
⑥縄文時代の海獣類出土遺跡
世弥生時代以降の海獣額出土遺跡

図 l 北陸における縄文時代動物遺体出土遺跡と弥生時代以降海獣類出土遺跡の分布



引用文献

金子治昌.1955.狩猟活動について．館山銘切洞窟

の考古学的調査，早稲田大学考古学研究室報告，6:

鳥浜貝塚研究グループ編.1987.鳥浜貝塚一1980～

1985年度のまとめ一，福井県教育委員会・福井県立

若狭歴史民俗資料館．

直良信夫.1955.石川県羽咋郡堀松員塚発掘の自然

120-123. （復刻 1985) 遺物，石J11考古学研究会々 誌，（7):56-60. 

小嶋芳孝編.1985.紬倉島・七ツ島（大島）遺跡詳細 直良信夫.1979.上山田貝塚の自然遺物．上山田貝

分布調査報告書．輪島市教育委員会． 塚， 155-160.字ノ気町教育委員会．

小嶋芳孝.1990.紬倉島と能登一考古学からみた海

民の歴史一．海と列島文化，l，日本海と北国文化．

159-192.小学館．

崎山栄二・田辺政期・横Jll勝治・畑中 . 1984.能登七

尾市崎山の縄文遺跡について．石川｜考古学研究会々

誌，（27):103-108. 

茂原信夫.1991.鳥浜貝塚出土 (1985年度調査）の

日甫乳類遺存体．国立歴史民俗博物館研究報告，29:

329-358. 

烏浜貝塚研究グループ編.1979.鳥浜貝塚一縄文前

期を主とする低湿地遺跡の調査l一，福井県教育委

員会．

鳥浜貝塚研究グループ編.1984.鳥浜貝塚一縄文前

期を主とする低湿地遺跡の調査4 ，福井県教育委

員会・福井県立若狭歴史民俗資料館．

鳥浜貝塚研究クーループ編.1987.烏浜貝塚一縄文前

期を主とする低湿地遺跡の調査6 ，福井県教育委

員会・福井県立若狭歴史民俗資料館．

平日哲夫.1977.赤補遺跡出土骨牙製品・動物遺存体．

赤浦遺跡：100-112.七尾市教育委員会．

平日哲夫.1985.北陸における縄文時代の動物遺体

出土遺跡と水域環境．石川考古学研究会々 誌，（28)

:57-78. 

平日哲夫.1986.富山湾沿岸における縄文時代のイ

ルカ捕獲活動．大境， (10):51-68.富山考古学会．

平口哲夫.1987.石川県能都町真脇遺跡出土イルカ

第1頚椎をめぐる諸問題．金沢大学日本海域研究

所報告，(19):181-206. 

松井章・平日哲夫.1979.動物遺体．上山田貝塚， 100

-121.宇ノ気町教育委員会．

宮崎信之・平口哲夫.1986.動物遺体．石川県能者間T

真脇遺跡，346-400.能都町教育委員会・真脇遺跡発

掘調査団．

渡辺誠・奈良崎和典.1978.能創出倉島シラスナ貝塚

の自然遺物．石川県立郷土資料館紀要，9:83-90.

-8-


