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1 .はじめに

能登半島真脇遺跡から出土した縄文時代イルカ遺

体の調査（宮崎・平口，1986）と韓国盤亀牽鯨類画の分

析（平日， 1991)は，日本海の原始・古代摘鯨に対する

筆者の関心を大いに深めるきっかけとなった。

いわゆるクジラに限らず，イルカをも含めて鯨類

を積極的に捕獲する人類活動を捕鯨として定義した

場合，真！協遺跡のイルカ漁は，縄文時代前期（約400

0～30008.C.）という ，捕鯨史上最古の年代に属する

というだけでなく，それ以青白からの地域的な漁業伝

統の流れをI及んで成立したという点でも ，I南鯨起源

論に一つの足場を与えてくれる（平日，1992b）。また ，

イルカ漁の起源に関連して，真脇遺跡、出土のイルカ

がすべて西方から回遊して来る種類に属するという

ことから，筆者はおのずと能登半島以西の日本海沿

岸に日を向けることになった。

一方，盤亀蓋鯨類薗は，全体として明らかにヒゲ

クジラを捕獲したことを示しているが，その所属時

期が大方の推定のごとく青銅7.6時代にあるとするな

らば，朝鮮海峡沿岸では縄文時代｜晩期（約1000～300

B. C.）に並行する時期にすでにクジラ漁（狭義の捕鯨）

が行なわれていたことになる。ベーリング海域で海

上での大型海獣類の捕獲が可能となったのは，綱－

浮袋1寸き銘の出現したオ｝ルド・ベーリング・シー

文化（紀元前後の数百年間存続）であり，また，捕鯨

用銘の出現がプヌーク文化（約500～1000A.D.）にな

ってからの出来事である（マッギー， 1982）。ヒゲクジ

ラ漁の起源論において，盤亀盟店、類画はまことに注

鯨類関係の考古資料の検討をぜひとも進めなければ

ならないし，また，これに関連して民俗資料も比較

検討する必要がある。

以上のような認識のもと，筆者は’90年7月下旬に

韓国を訪ね，盤亀蓋をはじめとする鯨類関係の遺跡

・遺物を見学（平口， 1992a），その帰路，壱般に渡り

(8月上旬），郷ノ浦町鬼屋久保古墳の 「摘鮫圏」など

を観察する機会を得た 。また，’ 92年4月25日に福岡

で開催された九州歴史大学講座の講演後，対馬に渡

り，日本民俗学会会員で西日本新聞厳原通信部にお

られる大江正康氏の案内を得て，峰町佐賀貝塚をは

じめ鯨類・捕鯨関係の考古・民俗資料を見学するこ

とができた。その折， 『（海豚捕物語）対馬の村々の

海豚捕り記』（大山・柴原， 1987，以下『海豚捕り記』

と略記）の存在を教えられ ，後日，大江氏の仲介でこ

の本を送っていただ‘いた。本論は，この書に示され

た対馬イルカ漁と，天保9年(1838）北村穀実著『能

登国採魚図絵』（以下『採魚図絵』と略記）の摘く能

登イルカ漁とを比較検討し，考古資料の分析・解釈

に役立てることを意図している。

2.能登のイルカ漁

以下に引用する『採魚、図絵』釈文は，『能都町史』

第4巻に追補資料として掲載されているもの（回JI1,1 

982）によった。

1）「いるか廻しとて，真脇村にて三月節句頃より

四月中，」

漁期は新！替でいえば4月初め頃から5月中に相当す

目すべき位置を占めるといえよう。仮にこの岩刻画 る。明治19年(1886）から28年(1895）にかけて編纂さ

の年代が初期鉄器時代～三国時代まで下るとしても， れた『日本水産捕採誌』（農商務省水産局， 1910，以下

弥生・古墳時代（約300B.C.～700 A.D.）の捕鯨を考

える上でその重要性に変わりはない。

従って，日本海における原始・古代捕鯨の諸問題

を明らかにするには，朝鮮・対馬海峡沿岸における
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『I甫採誌』と略記）では， 「能登園珠洲郡及鳳至郡の

豚海網」について， 「三月下旬に始まり七月下旬に

終る。就中盛漁なるは五月中旬より六月中旬までの

聞とすJ（句読点は筆者が付加，以下同様）とあり，



『採魚図絵』に記された漁期よりも長期にわたって 狂奮して制し難きも，人轄に触る』ときは従順其任

いる。 す。故に｛里俗海豚を指し娼婦の化生と橋するに至る。

2）「船十牒程のうち三回線も網を積， 一般に六七 是れ赤手にして捕ふる所以なり。而してnにまで抱

人乗組，常に魚見船とて三塁斗も沖へ山居る也，跡 き来たりて出刃包万を以て其唯下刺して殺すなりj

六七般の舟一般に三四人程乗組の手筈にて陸に残し

置， j

t魚期が来ると，舟10隻程のうち， 3ないし4隻に網

を積み，その網を積んだ井iーには1隻につき6ないし7

人が乗り込んで，ふだんから魚見舟として3里ばか

とある。

『採魚図絵』では，イルカの種類については全く

言及されていない。『捕採誌』では， 「元来海豚は

種類多きものなれども該地にて多く捕獲するは虞海

豚，入道海豚にして往々鎌海豚「シスミ海豚j；をも捕

りtrjtに出ている。残り6ないし7隻の舟は， 1隻につ ることありj とされている。多く捕獲するのはマイ

き3ないし4人程乗り組む手はずで陸に待機している。 ルカとゴンドウクジラ（『広辞苑』によれば入道海豚

仮に魚見舟4隻に6人づっ乗り組み，残り6隻に4人づ はゴンドウクジラのこと）で，ときどきカマイルカも

つ乗り組んだとすると， 1船団総勢48人ということ 捕獲することがあるというのである。そして， 「此

になる 。 漁に用ふる網は早打網，三百網，留網，寄せ網の四

3）「拐彼魚見舟江豚見付候ヘハ，早打網と唱ぬい 種jあるけれども，早打網は「主として虞I倒家を漁

ほの目のあらき網をうち，陸へ相図をすれは，陸の

山に魚見の番小屋ありて沖の相図を受， j

魚見舟がイルカを見つけると，早打網という目の

粗い網をうち，陸の山にある魚見の番小屋に合図を

送る。

するJときに用いるのに対し， f三百網は入道海豚

を漁するとき換用するものJで， 「唯網の長きが為

め早打網の如く多く繋ぎ合すの煩なきのみ。入道海

豚は呉海豚に比すれば其進退稀や寛なるを以て此網

を用い取扱上多少の手数を省くなりJとしている。

4）「陸に残し置候六七般の舟潜出し，早打網を入 同書「伊豆園那賀郡のi倒家網jには， f鎌海豚は員

舷座板等を叩鯨波にて驚し，段々澗ロヘ追込， j j毎豚等に比すれば鋭敏且強猛にして捕り易からさる

陸に残しておいた6,7隻の舟を漕ぎ出し，早打網 を以て網の構造を異にすJとあり，また，『享保元

を入れるとともに，喚声をあげながら船舷や船板を 文諸国産物！授集成』（盛永・安田， 1990）に収録されて

叩いたり，水面を打ったりしてイルカを驚かし，だ いる「富山前岡本草Jには，カマイルカについて

んだん入江に追い込んでいく。 「網を懸け申候てもとまり不申候。もりなとにて突

5）「澗へ追入候へハ，麻網とて苧縄にて目乃細き 取申候事に御座候Jと記されている 。

網を打廻す也，江豚千斗も打込候へハ二日も懸り捕

也， J

入江に追い込んだら，麻網という，カラムシ製の

縄で編んだ自の細かい網で包囲する 。イルカを千匹

ところが，真脇遺跡出土イルカで最も多い種類は

カマイルカなのである。たとえば，同遺跡 I区XI 

層における小グリッド設定区出土鯨類の種別個体数

を頭蓋骨によって算出してみると，カマイルカ61.9

ばかり追い込んだ場合には， 二日がかりで捕らえる %，マイルカ32.4%，ハンドウイルカ 3.8%，ゴン

こともあった。 ドウクジラ類1.9%という構成になる（宮崎・平口， 19

6）「此魚、人に馴安魚ゆへ ，漁士共江豚の中へ飛込 86）。真脇遺跡出土のゴンドウクジラ類には，オキゴ

人肌につけ抱き上る也j

包囲網の中のイルカの群に漁師が飛び込み，抱き

かかえるようにして陸へ揚げる 。『捕採誌』には，

「其網の海の深さ人の背丈けの立ち得る程の~にま

で曳詰めたる頃を計り，漁夫皆裸贈となりて海中に

入り海豚を小脇に抱く。元来海n家は鈎籍等11日ふれば

ンドウ，コビレゴンドウ，ハナゴンドウの3種があ

るが，いずれもごくわずかしか出土していない。ゴ

ンドウクジラ類よりも多く出土しているハンドウイ

ルカについては，『I甫採誌』は全く名をあげていな

い。『石川県能者間r真脇遺跡報告書』（写真図版編）

には，大正頃のイルカ漁を写した絵葉書が2枚掲載
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されている（高堀・山田，1986）。そのうち「真脇湾内

のイルカ漁」については種を判定しがたいが， 「内

浦町九十九湾内のイルカ漁j にはマイルカとみてよ

い個体の姿が写っている。

要するに，『採魚図絵』に描かれた一連の追い込

み漁は，マイルカの捕獲に一番適した漁法であり，

カマイルカに対してはあまり効率的ではないといえ

る。それでは真脇縄文人はいかにしてカマイルカを

捕獲したのか。筆者がこれまでしばしば主張してき

たように，縄文時代にもなんらかの小規模な追い込

み漁が行なわれた可能性はあるが，包囲網を突破し

やすいカマイルカに対しては石槍で突くという刺突

法が併用されたのではないかと考えられる。その主

な理由として，真脇遺跡では，第一に，出土浦乳動

物遺体のうち圧倒的多数がイルカで占められ，シカ

やイノシシなどの陸獣類は僅かしか見られないにも

かかわらず，石檎が北陸の縄文時代遺跡としては例

外的に多く出土していること，第二に，マイルカと

カマイルカの第1頚椎と第2頚椎との融合状態を調

べて比較した結果，第1段階から第4段階まで分類

した融合度別の構成に両種間で明らかな差が認めら

れることから，マイルカとカマイルカとでは習性の

違いに応じて異なる漁法がとられたという仮説が成

り立つこと，などを指摘してきた（平日， 1987・89）。

3.対馬のイルカ漁

『海豚捕り記』は，対馬各地で行なわれたイルカ

漁をすべて扱っているわけではなく ，美津島町から

豊玉町にかけて分布する内浅茅湾，三浦湾，仁位浅

茅湾，大漁湾のイルカ漁の調査を中心にまとめられ

ている。また，対馬におけるイルカ潟、の歴史につい

ても頁を割いてはいるが，イルカの発見から追い込

み，張切り，取揚げ，祝祭，配分までの一連の記述

は，明治・大正の史料と聞き取り調査を中心として

いるようであり，近世真脇のイルカ漁について記し

た『採魚図絵』に比肩するような史料を収録してい

るわけで、はない。しかし， 『t鋪利市り記』に描かれ

た，対馬の標準的なイルカ漁には近位の伝統が色濃

く残されていると考えられるので，同文献を比較す

ることに現時点でそれなりの意義を見出すものであ
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る。

なお， 『海豚捕り記』に引用されている『小田家

文書』応永11年（1404)12月20日の記録「いるかその

ものの事，十けん五けんハくそう物たるべく候，か

たくさいそく候j云々という，正永から大山宮内入

道に宛てた文書は，すでに中世に「浅茅湾の浦々で

海豚が捕れ，供贈ものとしてその収益を上納させて

いたことが分かるJ貴重な史料である。

以下，能登イルカ漁との主な相違点を中心に述べ

ることにする。

1）漁期と発見

『海豚捕り記』には漁期についての記述が全くな

い。そして， 「或日突然湾内に入り込んでくる海豚

群は，誰かが全く偶然に発見することが多かったj

とある。

真脇では， I藤の花の咲く頃J，つまり5'6月頃

にイルカがよく来ると言伝えられているように，イ

ルカの回避・漁期の季節性がはっきりしている。現

生イルカの生息、水温頻度を参考にするならば，真脇

遺跡で出土しているイルカの種類では，まずカマイ

ルカの群が4'5月頃に能登近海に来遊し，やや遅れ

て他の種類がやって来たようである。冬に能登沖に

来遊するイシイルカは，沿岸に接近することがまれ

で，水の冷たい季節でもあるので，縄文人には手が

出なかったのだ、ろう。追い込み漁で捕獲しやすいマ

イルカは，漁期の後半を代表する種類ではないかと

思われる。 「藤の花の咲く頃jは，群の大小はとも

かく，いろいろな種類のイルカの来遊が相前後する

時期でもあったのだろう。

対馬では能登ほどイルカの来遊時期に規則性がな

いため，漁期が定まらず，恒常的に見張りを置くと

いうこともしなかったのであろう。この点では，対

馬のイルカ漁は五島列島や伊豆のイルカ漁に似てい

る。『捕採誌』には，南松浦郡有川・魚目のイルカ

漁について， 「海豚を漁するは元禄年間以前の起源

にして，種類は亦虞海豚方言「ハセイルカJ，入道海

豚方言「パウズイルカ」の二種なり。季節は定まりな

し。多くは春，秋，冬とすj とあり，また，那賀郡

田子村のイルカi魚について， 「海豚の種類は鎌海豚，

巨頭海豚及ひ奨j倒引として漁業に定まれる季節なし。



其群を見れば報ち捕獲すJと記されている。

2）漁法

イルカの群を湾奥へと追い込みながら ，適当な海

面で一番張，二番張という具合いに次々と網を張り

渡してイルカが逃げないようにし（張切り），湾奥の

小浦に追い込むと，止め張をして取揚げにかかる 。

この過程は基本的に近世以降の能登イルカ漁と同じ

である。大きな相違点は，対馬では取揚げの段階で

イルカが苦悶rJ$吟する状態を早く終わらせるだけで

なく，血抜きを速やかにすることによって腐敗 ・悪

臭を避ける効果もあったものと思われる。

3）イルカの種類

『海豚捕り記』には，イルカの種類についてはい

っさい記されていない。ただし，浜に整然と並べら

れたイルカの姿を示すスナップ写真が1枚掲載され

ている。山田致知，児玉公道，粕谷俊嫌各先生に写

銘を用いることである。 真のコピーを見ていただいたところ，オキゴンドウ

取揚げの木作業に入る前に初銘の儀式が行われる 。 であるとの一致した判定結果が得られた 。粕谷先生

初鈷（一番銘）は，村々から選ばれたlないし2名の女 からの私信によれば，この写真の現物を1960年代の

羽刺が行う。女羽刺は， 2名の若者のトモオシと中 イルカ騒動に絡んで対馬の漁業者から見せてもらっ

老の網持ちとともに自村の突舟に乗り込み，銘頭を

つけた突俸を備えて舟のオモテに立ち，海面に浮上

するイルカを狙う 。命中したら，トモオシは急いで

兵iを浜辺に押し寄せ ，錆の綱尻を持った中老の綱持

ちは，直ちに綱尻を浜辺に待ちかまえた自村の若者

に渡す 。大勢の若者達がその銘綱を引いてイルカを

浜に引き寄せ，別の若者達は長柄のイルカ包丁をか

まえて海に入り，イルカの腹を切り裂いて止めを刺

してからj兵に引き揚げる。

初銘の儀式の後，突捕りの能験豊かな熟練の中老

の男達が，突舟や浜から突棒を投げて次々とイルカ

を浜に引き寄せ，また，揚網を入れて数頭ごとに一

度に引き寄せる。浜辺に引き寄せられたイルカを，

若者逮が腰まで海中につかりながら 2～3mもある樫

の長柄の鈎棒でさらに引き寄せ，イルカ包丁で腹を

切り裂き，心臓部を突いて止めを刺してから浜に引

き揚げる。

この止めの京I／し方は，能登の場合とは異なるよう

である。『青？？岡県水産史』 (1894）には， 「陸ニ揚ク

ル後ハ利刃ヲ以テ其腹部ヲ刺シ臓1府ヲ得出シ腐敗ヲ

橡防ス。故ニ鮮血淋病トシテ水為メニ紅変シ海豚ハ

苦悶nrpn今スル。其主主人ヲシテ1束然タラシムルモノア

リJとあり，止めの刺し方は対馬と共通している。

『f南採誌』には，能登のイルカ漁では「唯下を刺し

て殺すなり」記されているが， 「11佐下j は「喉下J

の誤植ではないか。地元の人の話でも，大きな包了

で‘イルカの頚部（頚動脈）を切って止めを刺したとの

ことである。まずo（夫元を切って即死させることは，

た記憶があるという。

峰町佐賀貝塚（縄文時代後期）からは，ナガスクジ

ラ～イワシクジラ級の椎体，オキゴンドウまたはユ

メゴンドウと推定されるゴンドウ クジラ類の歯 ，サ

カマタの穿孔歯などとともに，マイルカやハンドウ

イルカの骨歯が68点以上出土している（金子， 1989）。

前述のごとく， 『捕採誌』の記述によれば，五島列

島の有川・ 魚日ではマイルカ類やゴンドウクジラ類

の漁が行われていた。近位以降の対馬においても，

オキゴンドウのみならず他のイルカも捕獲されてい

たに違いないが，主要な獲物はやはりオキゴンドウ

であったようだ。

対馬のイルカ漁において追い込み漁に網だけでな

く銘も用いられるのは，能登のイルカ漁の主体がマ

イルカやカマイルカなどの小型イルカであるのとは

対照的に，オキゴンドウという大型イルカを主対象

としていることによるのであろう。対馬のイルカ？魚

で行われる初銘の儀式には近世に発達した捕鯨文化

の影響が強く感じられるのも，クジラ扱いされるこ

ともある大型イルカという，捕獲対象の性格に起因

するところが大きいのではあるまいか。

4.撲殺説に対する反論

「マイルカの摘獲には，群来する時を狙って，こ

れを港内に追い込み，浅瀬にのり揚げ~｝けなくなっ

ているのを撲殺するという簡単な方法がある。これ

で一挙に数百頭から二千頭の捕獲をみることもあり，

太平洋沿岸各地の漁港に，こうした機会は決して少
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なくない。これはイルカが群遊する性質を有してい

ることと，音に非常に敏感な性質のあることを利用

してのことであって， 一群をかこんで追いつめるだ

けの舟の数や人数がなければ，こうした方法は難し

いのではなかろうか。従って，石器時代にあっては，

こうした機会が狙われたにしても，銘で突き捕るな

り，また極く少数を追いつめて撲殺する程度であっ

て，一挙に何十頭という捕獲高をあげることは，や

はり難しかったのではなかろうか。 J（金子， 1958)

「真脇からは大量のイルカ骨が発見されたが，こ

れらの多くは，棒などで頭をたたいて霊送りされた

ものと思われる。今日でも大量のイルカを浅瀬に追

い込んで撲殺する漁法は，日本の各地に残っている。J

真脇の「彫刻柱は，ニブヒ（ギリヤーク）などにみる

海獣撲殺棒や，アイヌの魚頭打棒と同じ用い方をさ

れた道具を，シンボリックに巨大に創り出し，霊送

りの場としての意味づけを表したものということに

なろう。この獣魚の殺害と霊送りに関わった実用具

があったと見ることも可能である。 J（大塚， 1988)

以上は，縄文時代のイルカ漁で撲殺法が採用され

たという説として筆者の目にとまった文献のうち，

代表的なものを掲げたものである。どちらも，イル

カを撲殺する漁法が日本各地に多くあるかのような

書き方をしているが，具体例は全く挙げられていな

し、。

本論で紹介したイルカ？魚、は日本の代表的な民俗例

であろうが，その記録や伝承に撲殺ということは少

しも出てこない。真脇遺跡の発掘調査報告書の執筆

時点でも，管見による限りイルカ漁における撲殺法

の具体例は見あたらず，また，現行のイルカ漁法に

は「網取法」， 「突棒」法， 「射殺法j の三方式が

あるとされている（谷田， 1970）ので，これに対応させ

て縄文時代のイルカ？魚についても網取り法，突き取

り法，射殺法の三方式が成り立っかどうか検討した

（宮崎・平口， 1986）。イルカを撲殺して捕獲する例が

あったとしても，イルカ漁としては洗練されている

とは言いがたい。

海獣漁に撲殺法が用いられる例は，一般に鯨類で

はなくて鰭脚類に対してである。撲殺の機会は，お

そらく鰭脚類が海岸や氷上で寝そべっている時が多

いであろう。それに，毛皮の価値の高い鰭脚類の場

合，銘を使用するよりも撲殺の方が毛皮を傷つけな

くて済む。しかし，洗練された伝統的イルカ漁にお

いては，止めを刺す行為が同時に血抜きの意味をも

っ。撲殺してから血抜きをするまでに時聞がかかる

と肉などに臭味がつきやすいから，イルカ漁に撲殺

法は向いていないのである。

撲殺がどの程度骨に痕跡を残すかという問題はあ

るが，少なくとも真脇遺跡出土のイルカ頭蓋骨を調

べた限りでは，殴打痕といえるような確かな証拠は

認められない。

真脇の彫刻l柱を撲殺棒のシンボリックに巨大化し

たものとみなした大塚氏が，比較資料として提示し

た，クワキュトールの魚殺棒は，握り部が細く，魚、

の頭をかたど、った彫刻部分が太く仕上げられている。

ところが，真脇の彫刻住は逆に彫刻部分が細く，彫

刻されていない部分が末広がりに太くなっている。

この太い部分の根元から80cmぐらいまでが彫刻部よ

りも遺存状態がよいことから，この彫刻柱は太い方

を地中に埋めて立てられていたものと推定されてい

る（山田， 1986）。この点、も撲殺棒説には不利に働く。

5.まとめと展望

近世以降の能登と対馬のイルカ漁を比較してみる

と，どちらも網を用いた追い込み漁が行われている

が，能登では銘が用いられないのに対馬では銘が併

用されている。能登で、も縄文時代にはイルカ漁，特

にカマイルカ漁に刺突法が採用されていたと考えら

れるが，それは銘ではなく石槍で突く方法であった。

対馬でイルカ漁に銘が使用されるのは，オキゴンド

ウ漁がその主体をなすからであろう。

能登は縄文時代の銘の分布地帯に含まれていない

のに対し，対馬は，佐賀貝塚から一王寺型の回転式

離頭銘頭が出土しているように，その分布地帯に位

置している（渡辺， 1988a）。しかし，佐賀貝塚出土例

のような小型の銘頭がイルカ漁に用いられたという

確証は今のところない。北九州市貝島古境群や佐賀

県呼子鬼ノ口古境の出土例が示すように，北部九州

で、は古墳時代後期になってから鉄製突惨（ツキンボ）

が出現する（渡辺， 1988b）。このような銘頭ならばイ
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ルカ漁にも用いることができるであろう。

その点，盤亀華岩安lj画の捕鯨図に措かれた綱付き

銘が，朝鮮 ・対馬海峡沿岸地域において，当時どの

程度普遍的に存在したのか，あるいはその推定年代

がはたして妥当であるのかが問題となる 。また ，同

地域においても，真脇遺跡のようにイルカ漁に石槍

を使用する段階がなかったかどうかを検討する必要

がある。
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