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Abstract: This present study discusses a custom of sharing in dolphin ”fishing”in the 

Jomon period, mainly on the basis of the butchery marks in the case of an articulated 

vertebrae of a dolphin, excavated from the Mawaki site. 百1eexample is of a bottlenose 

dolphin size and consists of 15 vertebrae from lumbar to caudal, probably LlO to Ca9, the 

total length of about 71 cm. No.9 (Cal) has 46.6 mm length of corpus vertebrae, 60.8 mm 

breadth of facies terminalis caudalis and 59.0 mm height of facies terminalis caudalis. No.1 

(Ca9) shows cut marks in the direction of the cranial-caudal line on the caudal base of left 

and right processus抑制1ersi.Scratch injuries are found in the direction of the cranial-caudal line 

on the dorsal surface of the le白proc白 sustransversi of No.2 (Ca8) to No.5 (Ca5) and also on 

the ventral surface of the right processus transversus of No.7 (Ca3). Cut or scratch injuries are 

found in the direction of the dorsal-vental line on the cranial side of left processus transversus. 

I reg訂dthe cut marks on No.1 (Ca9) as incisions問 usedby dividing articulated vertebrae 

covered with strong ligaments into sections, though it is a hard task, for fishermen sharing a 

dolphin not only within their own settlement but also with other settlements. 

はじめに

本論の主体をなす資料は、 1982年真脇遺跡第1次

調査で出土した発掘番号1528、中型イルカ（ハンド

ウイルカ程度）の椎骨連結資料である（宮崎・平日，

1986) .当資料についてはすでに発掘調査報告書に

おいて写真付きで事実記載と考察がなされているが、

今回、新たに実測図と計測値を加え、再考察する．

1 .解体痕の分類と用語

動物遺体に残された人為的損傷のうち、動物の解

体作業による損傷を総称して解体痕という．英語で

は解体痕のことを広義に cutmarkという場合が多

いが、切創だけでなく打剥 fructureのような他の

損傷も解体痕としてみなすことができる場合がある

ので、総称としては cutmarkよりも Butchery

markのほうがふさわしいように思う．狭義のカッ

トマークのことを「切痕」と表記した例があるが

（小野ほか， 1995）、解剖学用語の切痕 incisura

と紛らわしいので、筆者はカットマークを「切痕」

ではなく、 「切創」と表記することにした．ただし、

どのような打剥が解体作業によるものかという点に

ついては未解決の問題が多く残されているので、現

在のところ真脇遺跡の解体痕の統計には打剥が含ま

れていない．また、刺創（宮崎・平口， 1986図版

1のイルカ肩甲骨に認められるような刺突痕）は捕

獲痕の可能性もあるが、便宜的に解体痕に含めてま

とめた（表2). 

なお、鎌倉材木座出土の人骨を検討した鈴木 (19

56）は、万創を創の長さや深さによって斬創、切創、

掻創に分類している．これらは、武器に加えられた
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表 1 解 体 痕 の あ る 真 脇遺跡出土イルカ椎骨連結資料’ 82No.1528 

Table 1 The case of an articulated vertebrae of dolphin 

with butchery marks, excavated from the Mawaki site. 

整理番号 推定部位椎体長 m 椎寓幅 mm 椎寓高 mm 備 考
Reference Presumed Length of Breadth of Height of N. B. 
日0. Element Corpus Ftc Ftc 

Ca9 52.5 58.8 60.6 左・右横突起の基部尾面に背腹方向の切創。

2 Ca8 51. 3 59. 8 61. 0 左横突起の背面に頭尾方向の経創。

3 Ca 7 50. 2 60.2 59. 3 左横突起の背面に頭尾方向の掻創，左横突起の頭面に背

腹方向の切創・剥創。

4 Ca6 48.2 60. 4 59. 5 左横突起の背面に頭尾方向の掻創，左横突起の頭面に背

腹方向の掻創。

5 Ca5 47. 7 60. 8 59. 0 左横突起の背面に頭尾方向の掻創，左横突起の頭面に背

腹方向の掻創。

6 Ca4 45. 7 62.3 59. 8 

7 Ca3 47.0 61. 0 58. 6 省横突起の腹面に頭尾方向の掻創。

8 Ca2 46.8 61. 7 59.2 

9 Ca 1 46.6 60. 8 59. 0 

10 L 15 45.3 61. 8 57. 3 

11 L 14 45.4 62.2 59. 3 

12 L 13 45.6 

13 L 12 45.6 61. 3 55. 5 

14 L 11 44.6 62. 0 55. 0 

15 L 10 45.0 60. 0 54. 0 

表2 真脇 遺跡 イル カ骨 と鳥 浜貝塚シカ・イノシシ骨における解体痕保有率

Table 2 The butchery mark percentage of the dolphin bones of Mawaki 

and the deer/wild pig bones of Torihama. 

鳥浜貝塚’ 85L2区（本郷， 1991) 真脇遺跡 I区XI層グリッド
部 位 Torihama Mawaki 

Element シカ D巴巴r イノシシ WildPig イルカ Dolphin
解体痕保有率 解体痕保有率 解体痕保有率 標本総数
Number(%) Number(%) Number(%) Total 

頭蓋骨 crunium 1( 5. 0) 7( 2.5) 0 (0) 105 

角 antler 12( 4. 0) 

下顎骨 Mandibl巴 18( 1. 3) 9( 7.9) グリッド外で例あり

椎骨環椎 atlas 2( 1. 1) 8(11. 0) 0 (0) 286 （グリッド外を含む）

頚椎 cervical(3-7) 1( 1. 7) 

腰椎 lumbar 1( 1. 6) 

仙骨 sacrum 100. 0) 

連結腰・尾椎 articulatedL to Ca 4 (7. 1) 56 

肩甲骨 scapula 11( 8. 7) 8( 9.8) 6 (3.2) 190 

上腕骨 humerus 30(17. 4) 4( 14. 4) 1 ( o. 8) 132 

榛 骨 radius 18(12. 0) 3( 5. 7) 0 (0) 141 

尺 骨 ulna 5( 5. 7) 6( 8.3) 0 (0) 119 

寛 骨 coxa 1( 0. 9) 1(18.3) 

大腿骨 Femur 11( 4. 9) 3( 3.3) 

膝 骨 Tibia 35(15.6) 1(10. 3) 

腫 骨 Calcaneus 8( 8. 7) 6(16. 2) 

距 骨 Talus 9( 9.3) 3(16. 7) 

中手骨 Metacarpus 6( 3. 9) 1( 1. 6) 

中足骨 M巴tatarsus 9( 2. 9) 
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解体痕のある真脇遺跡出土イルカ椎骨郵吉資料の一例

力の強さに関係しているので、本質的な違いはなく、 号5～2）の左横突起背面ならびにCa3（整理番号

相互の聞に移行型か認められるという．本論では、 7）の右横突起腹面には頭尾（中軸）方向の掻創が

この3種の万創のうち最も包括性にとむ「切創」と 認められる．創長2mmから15mm程度の短い線

しづ言葉をカットマークの意味で用い、斬創や掻創 状切創（掻倉IJ)が、尾部から頭部へ中軸線に対して

は切創の1種として位置づけることにしたわけであ 約10度外側に開くような角度でついている. Ca6 

る．一万両断されものや深い切り口を示すものは斬 （整理番号4）の場合は単線であるが、他は複数の

創、引っかき傷状の解体痕は掻創に相当する．むろ

ん、人骨の万創における分類基準をそのまま応用す

るのではなく、動物骨の解体痕に即した定義がなさ

れなければならない．

2.真脇遺跡出土イルカ椎骨連結資料の 1{91J 

’82No. 1528資料は、真脇遺跡I-C区西から出土

した腰椎後位～尾椎中位（推定L10～Ca 9）の連結

椎骨である（全長約71cm）.背面の練突起はほとん

と‘欠損して残っておらず、 L10～L 12 （整理番号15

～13）においては横突起もほとんど失われている．

Ll2・L13 （整理番号13・12）に至っては本体の破

損も著しい. Ll2 （整理番号13）は破損のために頭

尾の位置が定めにくく、図 1（実測図）と図2（写

真）では、頭尾の位置が逆になっている．全長約

71cmを測り、本遺跡出土椎骨連結資料としては最

大だが、持ち運びゃすい大きさの範囲内にある．

Ca 1 （整理番号9）の椎体長46.6mm、椎寓幅

60.8mm、椎寓高59.0mm を測る．椎板はほぼ融

合していることから、成熟個体のものと推定する．

解体痕は、比較的保存伏態のよい尾椎Ca3～Ca9

（整理番号7～1）に集中して検出された（表1) . 

特に臼9（整理番号1）左・右横突起の基部尾面に

ついた背腹方向の切創は、真脇遺跡出土イルカ椎骨

としては最も顕著な解体痕であり、また椎体の左右

対称的な位置についている点でも注目に値する．右

側の切創は創f詩句9mm・創深約 lmm、左側の切

創は創長約6mm・創深約 O.Smmを測る．いずれ

も中軸に直交する横断面はV字伏をなし、横突起の

基部尾面の曲面に影響されて尾面観は爪形を呈する．

この切創は、臼9とCalOの間で尾部を分断する際に

ついた解体痕で・あると考えられる．

写真ではよくわからないが、 Ca5～Ca8（整理番

線が近接平行して走り、掻創の一般的特徴を示して

し喝．横突起部から肉を切りとる際についた解体痕

であろう．

Ca5～Ca 7 （整理番号5～3）の左横突起頭面に

は、背腹方向の切創または掻創が複数まとまってつ

いている.Ca 7 （整理番号3）の基部近くについた

2本の平行する切創は、通常の掻創よりもやや深く

刻まれているので、背面観は小V字状を呈する．

本資料のように連結椎骨の一端に位置する椎骨の

横突起基部尾面に背腹方向の切創か認められる例は、

真脇遺跡にもう 1例ある. 1983年の第二次調査で I

-c区XI層 A25グリッドから出土した椎骨連結資

料 No.26がそれにあたる．やはり中型イルカに属し、

全長約67cm、腰椎（L1～L 15）すべてが嵐吉して

いる（宮崎・平口， 1986図版12). L 15椎体長

42.0mm、椎体幅60.9mm？、椎体高53.4mm、

切創は右側にだけ残されている．同層グリッド設定

範囲から出土した中型イルカ椎骨連結資料は6例あ

り、そのうちの l例に前述のような切創が認められ

るとしヴ事実は、そのような切創のあり方が決して

例外的なものではないということを示唆している．

強力な靭帯に覆われた嵐計佐骨を分断するのは容

易なf撲ではない．イルカ漁場の浜辺で、捕獲したイ

ルカを解体し、解体場に近接した河口の後背湿地に

残骸を廃棄したと考えられるので、残骸を捨てるた

めだけなら嵐計闘を分断するようなことはしなく

ても、そのままひっぱって捨てに行けばよい．それ

をあえていくつかに分断し持ち運びゃすくしている

のは、大まかな解体後、まfご利用価値のある残骸を

周辺集落に分配するためであったと考えられる．頭

部から尾部まで1個体分の骨が1カ所にまとまって

出土した例がないことや、椎骨連結資料の個体別分

析によっても同一個体をなすものがわずかしか検出

されないことも分配説の傍証となる．
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図 1 切創のある真脇遺跡出土イルカ椎骨連結資料（’ 82No.1528) 
Fig. 1 The cut marks on an articlated vertebrae of dolphin 

bones, excavated from the Mawaki site. 
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図2 切創のある真脇遺跡出土イルカ椎骨連結資料（’ 82No.1528) 
Fig. 2 An articulated vertebrae of dolphin bones with cut marks, 

excavated from the Mawaki site（× 1/3). 

3.解体痕保有率

真脇遺跡 I区XI層グリッド出土の腰椎・尾椎連

結資料56例のうち、 4例 （7.1 %）に解体痕か認め

られた．この解体痕保有率は、部位ごとに算出した

場合、真脇遺跡では最も高率である（肩甲骨3.2%、

上腕骨0.8%、頭蓋骨・第1頚椎・梶骨・尺骨0%)

肩甲骨については、今回の解体痕の再検討により、

既発表の保有率8.4% （平口， 199la; Hiraguchi, 

1992）を下方修正した．

真脇遺跡では陸獣類の出土量カ沙Pないので、福井

県三方町，鳥浜貝塚におけるシカ・イノシシ解体痕保

有率（オ魂i1991）のうち、比較的標本数の多い例

と比較してみる．真脇遺跡のイルカ腰椎・尾艦載吉

資料7.1%は、鳥浜貝塚のシカ肩甲骨8.7%やイノ

シシ下顎骨7.9%に近似している．また、 真脇遺跡

のイルカ肩甲骨3.2%は、鳥浜のシカ中手骨3.9% 

－中足骨2.9%やイノシシ大腿骨3.3%に近似して

いるが、 肩甲骨どうしでは明らかにシカ・イノシシ

よりも低率である．真脇遺跡のイルカ頭蓋骨・第l

頚椎（環椎＋軸椎） ・榛骨・尺骨0%、イルカ上

腕骨0.8%は、鳥浜のシカ・イノシシの場合とは大

きく異なる（表2). 

イルカの前鰭は、シカ・イノシシの前肢とちがっ

て、肉や骨器材料としての利用価値がないため、肩

甲骨と上腕骨の間で切り離してそのまま廃棄したと

すると、イルカ上腕骨・槙骨・尺骨の解体痕保有率

が低いのは当然であろう．事実、上腕骨・樟骨・尺

骨の嵐吉資料が多く出土してし、る．ところが土腕骨

のペアマッチングを試みた結果、同一イ国体の可能性

の高いぺアはきわめてわずかしか検出されなかった

ので、胴体から切り離した前鰭をただそのまま廃棄

したわけではないと考えるにいたった（平日 1991

b・93・94・96). 
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真脇遺跡の頭蓋骨・第1頚椎に解体痕がまったく 検討することにしたい．

見られない点については、当初、頭部と胴体の切り

離しは頭蓋骨後頭頼と第1頚椎の間においてではな 引用文献

かったからだと考えたが、その後、むしろ真脇縄文

人がイルカの解体作業に習熟していたからで・あろう

という解釈に転じることになった（平口， 1989). 

富山県氷見市朝日員塚ではイルカ第1頚椎23点中

5点（21.7%）に解体痕か認められる（平日， 1986). 

宮城県石巻市沼津員塚では、晴手l頚全体（482個体）

の6.5%(47個体）がイルカでしめられており（林，

1991)、その頭蓋骨や第l頚椎などに解体痕のつい

ている例がある．イルカ骨があまり多く出土してい

なし遺跡の方が第l頚椎に解体痕カ減されやすし、ょ

うだ．恒常的にイルカ漁を行っていたわけではない

ので、イルカの解体になれていなかったか、それと

も真脇の場合とは異なる解体方法がとられたからで

はなし、かと考える．ちなみに、北海道虻田町入江員

塚では多量のイルカ骨が出土しているが、筆者がこ

れまで実見した資料によるかぎり、同貝塚出土イル

カ第1頚椎で解体痕のついたものには出会っていな

い．この点についての正確かっ詳細な情報は、今後

の報告書の刊行に待ちたい．

おわりに

真脇遺跡出土イルカ骨の解体痕については、今回

とりあげた資料以外にも詳細な分析を必要とする例

がある．解体痕の実験的・顕微鏡的研究も進める必

要がある．これらの課題については今後あらためて

林謙作.1991.縄文時代史：縄文人の生業（2 ）.季刊

考古学， 36:85-92. 

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. 

平口哲夫.199la. 遺跡出土イルカ骨に残された解体痕

について．第45回日本人類学会・日本民族学説皇合大

会フ。ロクーラム： 81.

平日哲夫.199 lb. 動物遺体個体別分析の諸問題一真脇

遺跡出土イルカ上腕骨のベアリングを中心に一．国立

歴史民俗博物館研究報告， 29:61-84. 

Hira忽ichi, T. 1992. Butchery marks on dolphin bones 

from archa巴ologicalsites. Journal of the Anthropolo-

gical Society of Nippon, 100 : 233. 

平口哲夫.1993.個体別分析による縄文時代イルカ捕獲

活動の研究一平成4年度科学研究費補助金（一般研究

C）研究成果報告書ー－

平口哲夫.1994.車胸考古学におけるイルカ遺体の個体

別分析．日本海セトロジー研究， 4:43-52. 

平口哲夫.1996.原始捕鯨における分配習慣．国際海洋

生物研究所報告， 6:63-72. 

本郷漢.1991.晴手段賠存体に残されf謀術齢研究

国立歴史民俗博物館研究報告， 29:149-185. 

宮崎信之・平口哲夫.1986.動物遺体石川県能都町真

脇遺跡： 346-400.

4哩子 昭・中村由克・山川史子・渡辺哲也・野尻湖人類

考古グループ.1995.骨に残る解体痕の比較．考古学

研究， 164:36-52. 

鈴木尚.1956.人骨の損傷．鎌倉材木座発見の中世遁

跡とその人骨： 30-57.

-20-


