
日本海セトロジー研究（ Nihonnkai Cetology ) 5: 5 12 (1995) 

能登地方における鯨類出土遺跡と近世の鰻頁捕獲・漂着記録

平口哲夫

金沢医科大学医学部人文科学教室 干920-02 石川県河北郡内灘町大学l1 

The archaeological sites with cetacean remains and the pre-modern records of 

taked or stranded cetaceans in the Noto district, Central Japan 

Tetsuo Hiraguchi 

Ka湖沼伽MedicαlUniversii句， Uchinadaー制αchi,Ishikawα，920-02］.ゆm

要 ヒニ4
日

能登地方の鯨類出土遺跡7例のうち、真脇遺跡を

はじめとする 5例が能登半島の内浦側、残り 2例が

外浦側にある．鯨類の漂着は内浦側よりも外浦側に

多く、定置網によるi閏蔓は外浦側よりも内浦側に多

い．近世においても、内浦側では台網による大型鯨

類の捕獲や網を用いたイルカ追い込み漁が盛んに行

われたのに対し、外浦側では、捕鯨は本格的ではな

く、鯨類の利用はおもに漂着鯨類に依存していた．

イルカの集団漂着を示す記録や伝承は能登地方には

ない．縄文時代に真脇で石槍を用いたイルカ漁が行

われていたことは、動物遺体組成と石器組成の比較、

主体をなすカマイルカとマイルカの習性の違いや民

俗例の検討などにより論証ずみであるが、近世能登

地方の鯨類捕獲・漂着記録からも、縄文時代のイル

カ漁や鯨類資源の利用についての手がかりを得るこ

とができる．深見滝神社境内の鯨骨は、右上顎骨で

あり、ナガスクジラ科の l種に属する．その年代は

近世にさかのぼる可能性がある．

1. はじめに

1982・83年に石川県能都町真脇遺跡の縄文時代層

から多量のイルカ遺体が出土した事実について、当

初、縄文時代にイルカ漁が積極的に行われていた証

拠と考える見方に対し、いわゆる「イルカの集団自

殺」を引き合いに出して、漂着イルカを利用したに

すぎないのではなし、かと指摘する声があった．その

後、多角的な分析を通じて、少なくとも真脇遺跡で

は、主にカマイルカに対しては石槍を用いた刺突法

による（それだけでなく、他の方法を併用したと考

えたほうがよいのであるが）イルカ漁がまさしく行

われていたことを筆者らは論証した． しかし、いま

だに「漂着イル力説」をほのめかす人に出くわすこ

とがある．イルカの集団漂着カ世Eきやすい地域のこ

とを引き合いに出し、 真脇遺跡のイルカについて漂

着説を唱えるのは納得できない．

確かに現代においては、鯨類の漂着現象は、人類

活動か海洋環境におよほすさまさまな圧力によって、

本来のあり方とはかなり異なっている可能性がある．

実際、いまでは真脇遺跡が面する沿海にイルカの大

群が押し寄せてくることはない．イルカを千匹ほど

追し 1込んで二日；がかりで－捕獲したという近世真脇に

おいて、はたしてイルカの漂着はと．の程度あったの

であろうか．このような観点から近世能登における

鯨類の捕獲・漂着記録を検討し、その土地の地形・

民俗などを実地に見聞することも必要である．

金沢医科大学第二解剖学教室の関泰志教授から、

門前町深見の裏山に滝を背景にした神社があって、

そこの岩陰に鯨骨が安置しであるという話しを伺っ

たのは5、6年前のことである． 一度訪ねてみたい

と思いつつ、それを実現したのは1993年10月10日の

ことで、あった．今回の発表は、このときの見聞の紹

介を兼ねて、近世能登の鯨類捕獲・漂着記録を再検

討するために予備的な報告を行うものである．

2.鯨類の出土遺跡と捕獲・漂着記録

図1は、石川県と富山県西部における縄文～古墳

時代の鯨類出土遺跡（平日， 1992）と近世の鯨類捕

獲・漂着記録の中心地、ならびに1984～1991年の鯨

類漂着件数分布（山田， 1993）を合わせて示したも

のである．本論でいう漂着鯨類とは、特に断りのな

い限り、寄り鯨・流れ鯨・迷い鯨などの総称として
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用いている．つまり、そこには狭義の「漂着」だけ

でなく、漂流・迷入・7周蔓鯨類を含んでしも．漂着

鯨類のデータベース （山田，前掲）では、石川県の

場合、漂着年の明確な資料については1962年から収

録されてし、るが、本図ではJV較的i静Rの偏切沙な

いと思われる1984年からのデータを利用している．

能習也方に限って見てみると、内浦側 （富山湾恨の

では能都町真脇遺跡、能登島町半ノ浦遺跡、中島町

木ノ浦遺跡、七尾市赤浦貝塚、岡市三室福浦遺跡、

以上5遺跡から鯨類遺体が出土している．外浦側の

鯨類出土遺跡は、いまのところ志賀町堀松員塚と輪

島市紬倉島シラスナ員塚の2遺跡だけである．シラ

スナ貝塚 （古墳時代）以外、出土鯨類はすべて縄文

時代に属するか、またはその可能性が濃厚な遺物ば

かりといえる．能登半島の付け根にあたる富山県西

部においても、氷見市大境洞穴、岡市朝日貝塚、富

山市小竹貝塚で鯨類が出土しており、特に朝日貝塚

についてはカマイルカよりもマイルカが顕著に出土

している点治対寺筆に値する．

石川県の鯨類漂着記録1962～1989に基づき、鯨種

別に漂着地点を地図に示した高門光太郎氏は、加賀

地方よりも能登地方に漂着件数が多いこと、内浦沿

岸の漂着件数はほとんど．が定置網にかかったもので・

あること、漂着件数は加賀～外浦沿岸が27件、内浦

沿岸が19件であることを指摘した（高門， 1990). 

本図でも同様の傾向が示されており、漂着件数は加

賀地方沿岸（加賀市～高松町）6に対し、能登地方

沿岸（押水町～珠洲市～七尾市）は43としづ圧倒的

多数を占めてし、る．また、能登地方における外浦側

と内浦側との比較では、漂着件数においては21対22

とほぼ同数であるが、 「漂着」 （状態不明を若干含

む）と定置網関係との比は、外浦側19対2、内浦側

7対15となる．つまり、外浦側は「漂着」 が主、内

浦側は定置網関係が主ということが如実に示されて

しる．漂着鯨類の主体をなすカマイルカでは、外浦

側は6件すべてが「漂着」であるのに対し、内浦側

は「漂着」1件、定置網関係6件となり、漂着鯨類

全体の傾向と一致している．

l件の漂着頭数の最大記録は、 1987年4月6日に

七尾市佐々波の定置網にかかったカマイルカ8頭で

あり、ついで多いのが1988年7月5日に七尾市岸端

の定置網にかかったイルカ（種不明）3頭である．

2頭という例も漂着状態が定置網かないしは不明の

ものばかりであり、確実に「漂着」といえる例はす

べて単独である点に注目したい．

近世田忠類捕獲・漂着記録の中心的舞台となってい

る土地を星印でおおまかに示した穴水町前波付近

から育協日町沿岸にかけてが能登捕鯨では最も代表的

な地域をなしており、山田芳和氏はこれを宇出潮也

域と呼称している（山田， 1990).実際、文政6年

0823）生まれの森田柿園 0908没）が著した『能

登志徴』 （石川県図書館協会発行， 1938）の宇出津

の項には、 「此浦は内海第一等の漁溺撲場にて、 生

鯨を捕るは此浦に限る」とある． 真脇の近世イルカ

漁については、考古史料の分析・解釈に役立てるた

めに、 「能登国採魚、図絵」 （『能都町史』， 1982)

の内容を対馬のイルカ漁と比較しながら検討したこ

とがある （平口， 1993).内浦側のもう一つの近世

捕鯨j也富山県の氷見灘付近については本図では星

印を省略している．

外浦側では、 富来町、門前町、輪島市にそれぞれ

鯨類の捕獲 ・漂着に関する近世文書カ濃されている．

特に門前町の握掬寸と黒島村との間で－生じた、流れ

鯨をめぐる争論は有名である （次章参照）．

富来町では、定置網に鯨がかかったという記録が

風F村の山寺源右衛門家 「歳代尽」にしばしば出て

くる．天保13年 0842)4月13日の記録には、風戸

村の定置網に鯨2本が一度にかかったので、 嵐ゐす

の市左右衛門から鯨網を借り受け同人の助力も得て

捕獲にあたったという （清水・佐藤，1977).周戸

・風鱒也区では遺跡はまだ発見されてし 1如、が、干

の浦には古墳と横穴墓がある．干の浦集落の北北西

約1km地点には久喜遺跡 （縄文〉、風戸集落の北北

東約 l.5畑地点には北陸縄文後期土器の標識遺跡と

して知られる酒貝新堂遺跡が位置している．この地

域一帯の縄文～古墳時代における漂着鯨類と遺跡と

の関係についても今後検討する必要がある．

輪島市の場合、名舟区カ靖する近世文書に輪島村

や名舟村などが関与した漂着鯨類の記録がいくつか

見られるが、鯨類よりもむしろ七ツ島で行われてい
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た「トド打ち」と羽tするアシカ猟のほうが争論の種

となっていた （『輪島市史資料編第2巻』， 1972). 

紬倉島シラスナ貝塚出土の動物遺体には、ゴンドウ

クジラ程度の大きさの鯨類上腕骨がl点含まれてい

るが、発掘調査報告書には出土海獣類としてはアシ

カが階紹介されているだけである．紬倉島深湾洞

遺跡からは、弥生時代前期～中期初頭の土器ととも

に尖頭削器が出土している．この尖頭削器は海獣類

の解体具にふさわしし、新設をもっているので、弥生

時代から紬倉島に人が渡っていた要因の一つにアシ

カ猟があったとし寸見解に筆者は賛意を表明してい

る．それにしてはシラスナ貝塚におけるアシカ遺体

の出土量カ沙、なすぎるのではなし、かとし、う疑問がな

いわけではない． しかし、近世の場合と同様、 骨を

煮立てて採油したあと、残り糟を肥料に用いるよう

なことが古墳時代にも行われたならば、アシカ遺体

が断片的にしか残っていなくても当然ということに

なる （平口， 1992).この点については、農業社会

が出現して生ゴミか飼料や肥料に用いられるように

なると、ゴミ捨て場の様相が変わってくるのと合わ

せ考えるべきであろう．

3.深見神社境内の鯨骨

1993年10月10日午後4時頃、石川考古学研究会会

員 ・門前町文化財審議委員の佃和雄氏のご自宅を訪

問し、深見の滝まで案内していただく．深見集落は、

鹿磯集落の北北西約2kmに位置し、岩礁性の海岸直

上を走る道路で両集落は結ぼれているが、これから

先へは車の通るような道はない．深見集落の北北東

約 1kmの山中にめざす滝があり、 国土地理院2万5

千分の l地形図には桜滝と記名されている（図2,

写真1・2). 

滝は、小堂の向かって左手と、右手の岩場の奥の

計2力所にある （写真3～5).雄滝と雌滝と称さ

れているが、どちらが雌肱佐なのかは判然としない．

現在は、新旧並んだ小堂の新しい方に丈六仏（写真

9）がまつられており、 裏の岩陰に鯨骨と板碑があ

る （写真6).鯨骨は厚い板の上にのせられている．

化石化していない右上顎骨だが、残念ながら基部と

先高柿日が大破しており、有効な計測点を得ることが

できない （現長 l.Sm程度， 写真7・8).ナガス

クジラ科の一種であろう．当日は鹿磯で宿泊し、翌

朝、再度訪れて写真撮影をした．形態、を復元し、正

確な種同定をするには実測図を作成しなければなら

ないが、準備不足のため次回に行うことにした．

『能登志徴』は以下のように近世の文献を三つヲ｜

用して説明している．

1 ）宝永元年（1704）郡方由来書 ：深見村領之内、

瀧二つ有之．男瀧は高さ八丈程、女瀧は高さ十五丈

程有之此の清比脇に少き堂之内に、岩屋閉山玉珠

と彫付有之．長二尺計 ・幅七寸計之石一つ、高さ七

尺程之大併之御頭有之．作は矢田三申候とあり．

2）宝永元年（1704）一覧記：村より五六町山入

りの谷に、女瀧 ・男瀧とて両所に瀧あり． 二ケ所の

間雑木生茂り、殊に男滝の瀧壷は茂りふかく到りが

たし．女瀧は瀧査へ到り見るに、 三十間ばかり上よ

り五段に成て落下る．瀧の下に不動堂あり．その並

に又小さき堂ありて、丈六の恰女持事迦の御くしを安

置すとし、へり．

3）安永6年 Cl777）の序を有する能登誌 （能登

名跡苦、） ：此瀧は村より東の谷内へ八町登るなり

数百丈の山上より五段に落て、次第に幅虞く見え、

実に二丈計の簾を垂たる如く落るなり．雌瀧・雄瀧

とて二ケ所にあり．此瀧雨中にも早魁にも水増減な

く、不思議とし、ふべし．滝査の麓巌窟なる慮に社あ

り不動明王をl記れり．脇に此磁へ浪にて割合ふ大

併の像あり． しゃれ木にて印相見へず．此瀧津瀬の

ありさま、 深山打かこみ松柏生茂り、哀猿の叫ぶ撃、

誠に仙境ともいひつべき慮なりける．

地元の高齢者が子どもの頃に問題の鯨骨はすでに

その場にあったが、その由来を誰も知らないという．

海岸から細々とした急な山道を歩いて滝のある場所

まで、 一人ひそかに運ぶことができるような代物で

はない． 『能登志徴』にも、その引用した文献にも

深見の滝の鯨骨については何も触れられていなし、－

柿園自身が訪れたことがあったとしても、幕末から

明治にかけてのいつの時点かは分からない．訪れる

ことなく文献を渉猟して書いただけならば、柿園の

存命中に問題の鯨骨がすでに存在していた可能性も

大いに考えられる．したがって、この鯨骨は近世に
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さかのぼる余地を残しているわけである．

小堂の丈六仏については、付近の磯に流れ着いた

ものであるという言い伝えがあるが、平安時代藤原

期の作と鑑定されていることと、この地域一帯の歴

史的脚各に基づき当時から同所に安置されていたと

しづ意見もある．闘車には、 「岩屋開山玉珠」とし、

う銘文か刻まれており（写真10）、佃氏の教示によ

れば室町後明のものであるとし、う．桜滝の上方一帯

の山林は、古くから神域として斧・鍛を入れずに保

護されてきたおかげで、シイ、カエデ、ツバキ、カ

シ、サカキ、カシワ、フジ、イヌシデなどが繁茂し、

珍しし 1野草類も多く生えている（佃， 1978). 

2月、寄鯨．

上記争論の原因となった流鯨は、 15尋ほとという

ことであるから、 1尋約1.515mとして長さ約 22.7 

mの個体を捕獲したことになる．大きさと近海の鯨

種から考えて、この個体はナガスクジラまたはシロ

ナガスクジラであるといえよう．京都府伊根町亀島

地区の明暦2年 0656）から昭和2年 0927）まで

の世話改柔 388頭のうち14尋以上の個体は、いずれも

「長須鯨」であり、 享保13年 Cl728）の17尋、宝歴

11年 Cl761)の14尋、文化7年 (1810）の20尋、計

3例しかない（『伊根町誌j], 1985) .鹿磯・黒島

で・もまれにみる大鯨で・あったからこそ、大きなもめ

近世鹿磯村の鯨類漂着記録について、 『諸岡村史』 事に発展したのであろう．

収録史料により、以下簡単に内容を紹介しておく． 謝 辞

1 ）元禄2年 0689）、流鯨に付届状

正月11日、長さ 5尋ばかりの切鯨が寄る．

2）享保3年 Cl718）、調鯨に付届状

正月、長さ 2尋、巾2尺、厚さ 2寸5歩の

鯨切が寄る．

3）享保3年 Cl718）、流鯨に付鹿磯村よりの訴

状

2月23日、鹿樹すより 1里半ほど下、 2里ば

かり沖で長さ15尋ほどの鯨が流れているのを鹿

樹すの者が見つけ、漁舟17般に人が大勢乗って

漕きfごし、 「めど」をうち引き綱をつけて、半

里ばかりヲ｜し、てきた．

公領の黒島村からも漁舟ならびに伝馬船など

か多く繰り出すにおよび口論となったが、双方

相談の結果、鹿磯村へで－あろうが黒島村へで－あ

ろうが、引き着き次第、智子することで納得し

て引いているうちに、深見対、赤神村からも漁

舟が出て一つにまとまってヲ｜し、た．ところが磯

近くで、黒島村の半右エ門品、う者が鹿磯付の

引き綱を切り離し、上げ潮にのって黒島村に引

き着けてしまった．約束どおり半分もらいたい

ところであるのに、鹿磯村へは少しも配分され

ないのは因る．

4）享保3年 0718）、流鯨に付配分請取状

2月、長さ 2尋、巾2尺の寄鯨．

5）宝暦2年 Cl752）、流鯨に付配分請取状
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本論執筆の一契機を与えて下さった関泰志教授は、

平成7年6月9日に惜しくも逝去されました。本論を

ご霊訪加こ捧げて感謝と哀悼の意を表します。また、

深見滝神社にご案内いただくとともに、諸1＇育報をご

提供くださった佃和雄氏に厚く感謝申しあげます．
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能登地方における鯨類出土遺跡と近世の鰐顎捕獲・漂着記録

日 本 海
4‘ 

富山県

"' 

"' • 

I. 真脇遺跡

． 

2. 半ノ浦遺跡

3.木ノ浦遺跡

4. 赤浦貝塚

5. 三室循浦遺跡
6. 姻松貝縁

7. 上山田貝塚

8. 大境洞穴

9. 紛日貝縁

I 0. 小竹貝塚

11. 紬倉島シラスナ貝塚

A. 真脇

B. 字出津

C. 事古島・名舟

D. 鹿磁・黒島

E.風戸・風無・千の浦
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・鯨額出土遺跡

大近世鋪鯨・鯨類顔着記録の中心地

1984～l 99 l年議着鯨類

A カマイルカ

4マイ lレカ

砂ノ、ンドウイルカ

vイシイルカ

・ゴンドウクジラ類
＋メソプロドン，コマツコウ，アカボウ類

事ザトウ． ミンク．イワシクジラ類

帥 j 黒．議着・不明
: .• : : 白：定置網
ロ・

,r;;i 
』持 15 3 0 km 

図1 石川県・富山県西部における鯨類の出土遺跡，近世捕獲・漂着記録中心地，現代漂着件数分布

-9-



平日哲夫

38021 深見遺跡

（縄文）

38022 深見十二遺跡

（室町～安桃）

38023 箆磯タタラ跡

38024 道下修験者遺跡

（鎌倉～室町）

38025 鹿磯遺跡

（縄文）

38026 道下御墓遺跡

（縄文・古墳〕

38027 道下遺跡

（不詳）

38028 道下元町遺跡

（縄文）

38029 道下鷹尿遺跡

（縄文後期）

38030 道下狐塚古墳

（古墳）

38031 道下森遺跡

（中世）

38032 道下栄町遺跡

（弥生）

38033 黒島釜上口遺跡

（縄文）

図2 深見桜滝と周辺の遺跡 （石川県立埋蔵文化財センター， 1992)
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能登地方における鯨類出土遺跡と近世の鯨類捕獲・漂着記録

写真4 左手の滝

山手から深見の集落を望む

深見厳滝のある山聞を望む

写真3 小堂の向かつて左手と、右手岩場の奥に

写真l

写真2
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右手の滝写真5

－t
i
 

可

E
i

滝がある



写真6 岩陰の鯨骨と板碑

写真7 鯨類右上顎骨上面観

写真8 鯨類骨右上顎骨内側面観

平口哲夫

写真9 丈六仏（木像如来像）

写真10 櫛専（銘文「岩屋開山玉珠」）
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