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In the Jomon p巴riod, dolphin and whale resources were 

actively exploited in three areas : 

1. Coast of Nemuro to Kushiro, and Hunka bay 

(Hokkaido Pref. ) 

2. Coast of Toyama bay (Toyama and Ishikawa Pref. ) 

3. Coast of Tokyo bay (Chiba, Tokyo, and Kanagawa 

Pref. ) 

This paper focuses on the coast of Tokyo bay, and 

exam in巴dhow the whale and dolphin were exploited. In 

Tokyo bay, there were two exploitative situations of those 

resources. At the recess of the bay, we can find very few 

remains of whales. On the other hand, we can find many 

remains of dolphin and whole parts of the body at the 

entrance of the bay. However, other resources and 

products, especially obsidian and shell bracelet, show that 

the Jomon community had a trading system, so I think 

dolphin and whale resources were also probably divided 

along their network system. 

はじめに

日本列島に住む人々が積極的に海に乗り出し、そこか

ら得られる資源を利用するようになったのは、氷河期が

終わって地球が温暖化に向かう、約12000年前に始まる

縄文時代からだといわれている。人々は海産資源を食糧

として利用するだけでなく、様々な道具や装飾品に加工

したり、信伸の対象として杷ってきた。これらのことは、

現代の我々にも受け継がれていることであり、日本人、

日本文化というものを特徴づける要素のーっとなってい

る。

本論では海産資源、の中でも特に鯨類を取上げ、縄文社

会におけるそれらの利用の様相を探ってみたいと思う。

1. 鯨類の出土状況

縄文時代の遺跡から鯨類の骨や歯牙が出土することは

決して珍しいことではないが、あくまでも断片的な例が

多い。ある程度まとまった量の出土があり、積極的な鯨

類の利用を窺わせるような地域は、以下の3つの地域に

限定される。一つは釧路市東釧路貝塚（縄文時代前期）、

虻田町入江貝塚（縄文時代中～後期）などを代表とする

北海道の根室から釧路にかけての沿岸地域と噴火湾沿岸

地域、 二つ目は能都町真脇遺跡（縄文時代前～晩期）、

氷見市朝日貝塚（縄文時代前～後期）などを代表とする

能登半島の内浦沿岸から富山湾沿岸にかけての地域、そ

して三つ目は横浜市称名寺貝塚（縄文時代中～後期）、

館山市詑切洞窟（縄文時代後期）などを代表とする東京

湾沿岸地域である。遺跡から出土する鯨類の遺存体は保

存状態に恵まれない場合が多く、かつ種の同定に有効な

部位の出土が少ないため、科の段階までの同定で終わる

ことが多い。その為、詳しい生態と結びつけた捕獲方法

などの議論ができない場合が多く、また、晴乳類という

カテゴリ一内ではシカ・イノシシほど、海産資源という

カテゴリー内では貝類・魚類ほどの利用の重要性を認識

図l 鯨類出土遺跡分布図（縄文時代後期 ca.3500 

B. P.）番号は表 1と対応
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表 1 鯨類出土遺跡一覧表
迫 跡 名 日寺 ｝制 手五 名 tlll 位 備 事修司，

I 茅ヶ崎市堤貝塚 槻 I・II・！JOBI マイルカ 普通の員塚の場合よりやや多い
ェ浦市開口東n司穴 称 マイルカ科 舌骨卜腰椎l尾 椛l 腰椛はtJiけている

加 B・安l マイルカ科 歯l
被須賀市復戸貝塚 称～加B ゴンゾイルカ 下顎骨・骸骨・歯

4 償浜市称名寺A貝塚 称 I マイ）~カ 多い
称 I クジラ 骨製へら
称 I カマイルカ 多い
軒、 I シャチ 多い

横浜市称名寺 B貝塚 称H マイルカ 頭骨 多い、歯珂並飾品l
称E カマイルカワ 多い
称H クジラ

椴浜市称名寺 C貝塚 細目 マイルカ

械浜市体名寺I貝塚 称 I イルカ類 WI議1't・上下顎骨・椎骨70＜・環維3・J!/J骨・肩甲骨 JJllEIV WIでもイlレカ if！•，椛ん
称 I ハン ドウイルカ 頭蓋骨・下顎骨！日J骨・肩甲骨・歯4
称 l マイルカ 頭蓋骨・維骨147・環推・！日］骨31・肩甲骨l
称 I クジラ 骨片

5 償浜市青ヶ台貝塚 加 E皿～堀E クジフ額 多い

加E皿～幌H シャチ

ti 荒川区日暮盟延命院貝塚 堀 イルカ科 歯卜椴端板l 海桜哨乳額の可能組のある

~JI蓋 ・ 肋骨の破片数点
7 野III市東金野井県塚 堀 イルカ籾 椎骨l
8 流山市上新宿貝塚 安 クジラ目

9 松戸市貝の花貝塚 槻 I バンドウイルカ 村t・¥(ti・H骨l 椎骨量飾品l
堀 I シャチ tfll 
嘱 I クジフ茸l 破片2
力EB マイルカ科（マイルカ／スジイルカワ） 探椴卜頚椎7
力日B クジフ類 推端i級
安卜2 ハンドウイルカ 椎骨l
安卜2 クジラ類 雄端板

10 松戸市隙ケfill員坂 称・臓 l イルカ胃！（マイルカ程度） 椎骨4
II 市川市摺之内貝塚 堀 クジラ E誌は帳く少ない

期 イルカ（マイルカ） 量は極く少ない
12 市川市姥山貝塚 堀・加 B ヒゲクジフ亜日

13 船幡市塚田貝塚 称・堀 マツコウクジフ 苗l
14 船橋市古作貝塚 )JU B イルカ苛l 岩綴骨卜推骨3

IJllB クジラ類 相t骨卜骨片

15 千葉市加曽利南貝塚 加 E・堀 イルカ科 維骨 ほぽi頭分の椛i'tJirJ
!JU B カマイルカ 下顎骨l
1』IB クジラ耳l 株高出版l 骨量飾品

IJllB イワシクジラヮ 耳ftl 焼けている

不明 イルカ科 下顎骨l
Io 下葉市木戸作貝塚 地司 クジラ茸1 村Htl・部位不明l
17 千束市小金沢貝塚 堀 l クジラ自 椎骨卜尺骨l
18 市原市祇園駅貝塚 却IB イルカ類 後頭部

19 市原市西広貝塚 加 EIV・堀 スジイルカ 鼓骨胞卜妓室内耳骨l
JJllEIV・1踊 スナメリ 鼓室内耳骨l
加 EIV～ クジラ百l 骨片l 一部焼ける

称 クジラ耳l 骨片5 焼けて灰色

堀？ クジラ~fi 株主出板・骨1-1-1・破片I・山＇Ji'lI 
楓？ イルカ膏l 村長1't2・岩骨l
椀つ スジイルカ／ハンドウイ 百1吉Ht後頭部・~Ji議成
1日l イルカ晋1 村rn1 歯牙垂飾品2（後JQ])

峨 ハンドウイルカ -F守li'o'tl
)JOB イルカ鎖 椎骨3
)JllB クジラ茸l 骨片卜椎骨・維端板・！日J骨
)Jll B2 クジラ類 ft片卜維端板l
)Jll B2～ イルカ類 lit.骨2
)Jll B2～ クジラ：m 村ti't2維端仮2

20 市原市上高桜貝塚 )JllEll・楓・加B クジフ草l 鯨骨製台

21 布hケ打liil'i山野貝塚 掘～安2 イルカ官！（ハン ドウイルカ・イルカ手ヰ） 到来tt・顎骨判f1't
明～安2 ク ジラ~i

'b'2 ハンドウイルカ 上初tf・下型fl'-'l
22 木更津市永井作貝塚 堀・加 B クジラ

槻・加 B イJレカ
23 木更津市紙図貝塚 椀 I IT イlレカ干ヰ・クジラ イルカ指甘製垂飾

24 晶体市’品士見台貝塚 力HB クジラ耳l 照射fH世片数個

}JUB イルカ矧（マイルカワ） 下顎骨卜椎t:t:!

JJll B イルカ~i （ハンドウイルカワ） 11f'i＇』t2

25 ft!'（山市大寺山洞穴 称～加B イルカ茸1 可l議骨・岩級’1'tl・聴骨胞l舌甘l椛 骨 110・環維・判的制板 マイjレカ平ヰと才、ス’ミイjレカ干4
IUJ i't·肩甲骨・」ー腕骨！~ I右 卜尺tれ ・続骨 I ·指i't 程度の2タイプ

称～1川B ハンドウイルカ ワ 歯l

26 firit l lr打ti'切＇Ji'l l~ 称 クジラ官l 11'1'tl 
称 マイルカ 上写:(i2・下顎左li右26・耳7，左22112右18/19

!illit.28・維甘1866
称 バンドウイルカ ワ 歯5・下すli1t右卜椛＇.;to
称 マイYレカ干ヰ 舌ft l・椎端板l
称 カマピレサカマタ（マツパイルカワ） 歯5
塀 I マイルカ 1:.;am • F:'JW~t左卜耳石左1/0右：V I ·股肱7・椛fト11 6

制 l バン ドウイルカ ワ 村t.f¥・t
相iI カマピレサカマタ（マツパイルカワ） 歯 i
地r!II ・IJll B カマビレサカマタ（マツバイJレカワ） iH I 

脱名、 ；首位の名制、は純情占に記，，産されているものをそのままIU・I在した

時！VIの附科、 ImE IJll白利E 祢称名寺、塀 堀之内、加IB IJll的利 B、安安1i
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東京湾沿岸地域における縄文時代の鯨類利用

できない状況となっている。以上のことが、縄文時代に

おいてある程度の積極性を持って鯨類が利用されていた

様相は窺えるものの、これまで詳細な分析がほとんど行

われてこなかったことの理由であろう。そのような中で、

真脇遺跡を中心として、能登半島の内浦や富山湾沿岸地

域出土の鯨類に焦点を当て、その種構成、捕獲方法、解

体・分配などについて考察を行ってきた平口哲夫の一連

の研究は評価される（平日、 1986, 89, 93ほか）。

本論で取り上げる東京湾沿岸地域については、金子浩

昌による詑切洞窟などを中心とする論考がある。金子は、

錠切洞窟など東京湾口部地域においてイルカ類の出土が

多数見られることを指摘し、そのことがこの地域の漁撹

活動の特徴であると位置づけ、種構成、捕獲方法などに

ついて論考を行った（金子、 1958,59ほか）。本論では、

東京湾沿岸地域と平口が分析を行った能登半島の内浦・

富山湾沿岸地域とを比較しながら、金子の論をさらに発

展させたいと思う。

東京湾沿岸地域では、縄文時代を通じて約40の遺跡か

ら鯨類の骨や歯牙の出土が認められる。最も古い例とし

ては、縄文時代早期末（ca.6000B. P. ）の横須賀市吉井

貝塚、館山市稲原貝塚、船橋市飛ノ台員塚があげられる。

吉井貝塚からは、マイルカ科の環椎が十数個ほど出土し

ており（粕谷ほか、 1985）、この時期にすでに鯨類の積

極的利用が始まっていたことが窺える。鯨類の出土が最

も多くなるのは縄文時代後期（ca.3500B. P. ）で、 26遺

跡を数える（図 l、表 1）。能登半島の内浦・富山湾沿

岸地域では縄文時代前期（ca5500B. P. ）から中期（ca

4500B. P.）にかけてが鯨類捕獲の最盛期とされており、

時期差が見られる。

種名を見てみると、東京湾奥部地域ではヒゲクジラ亜

目、マッコウクジラ、イワシクジラ？などのクジラ類の

出土が多く、湾口部地域ではマイルカ、カマイルカ、ハ

仰す

ム副6

7~、 8

ンドウイルカ、シャチなどのイルカ類の出土が多い。湾

奥部地域では椎骨や椎端板の破片、岩様骨などが 1点か

ら数点出土するにとどまっている遺跡が多いのに対し、

湾口部地域では錠切洞窟のように、椎骨が2000個以上も

まとまって出土している遺跡も存在する。

筆者は東京湾口部地域に所在する館山市大寺山洞穴

（縄文時代後期）の発掘調査に参加し、多量の鯨類遺存

体を検出した。洞穴そのものは縄文時代前期の縄文海進

時に海蝕作用によって形成されたもので、標高30mに位

置する。この地域に存在する海蝕洞穴の大部分は、標高

20mの海岸段丘上に位置する。館山市には造礁性珊瑚の

化石を産する沼珊瑚礁が存在し、標高20m~こ位置するこ

とから、これらの洞穴群は、海退とその後の度重なる隆

起現象によって現在の標高に至ったと考えられる。現在、

洞穴から海岸へは直線距離で300mほどであるが、縄文

時代はより近かったものと思われる。鯨類遺存体の出土

状況は、洞穴の入口付近に堆積している灰層から出土す

る場合と、洞穴内の壁際から出土する場合とがあった。

灰層からは多量の貝類や魚類なと、に混ざって出土し、椎

骨は全て単体で、連結は見られなかった。灰層からは人

骨も出土しており、その周囲に鯨類の椎骨や肩甲骨など

が散在している状況も見られた。洞穴内から出土する場

合は、壁際からまとまって出土した。灰層はなく、貝類

などが混ざる割合も低い。明らかに入口付近での出土状

況と異なる。灰層の下層（おそらく縄文時代中期）から

は、椎骨が4つ連結した状態で検出されている。この遺

跡からは、マイルカ科とネズミイルカ科の 2タイプの骨

と、ハンドウイルカ？の歯が出土し、骨はほぼ全身のも

のが出土している。肋骨には、解体時についたと思われ

る傷痕も見られた。

鯨類の骨や歯牙を素材とした垂飾品やへらは、東京湾

沿岸地域一帯から出土している（図 2）。

… … … 白手 ；是血… 
一一一一一一… ~10 
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図2 鯨骨・歯牙製垂飾品、へら実測図

l ・2市原市西広貝塚（後期） 3横浜市称名寺貝塚（中～後期） 4・9同前（後期） 5・6千葉市加曽利貝塚 7松戸市貝の花貝塚

8鎌ヶ谷市根郷員塚 10横浜市宮の原貝塚（中期） I l千葉市加曽利北貝塚（中期） 12市原市西広貝塚（晩期）
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2. 出土鯨類の分析からみた利用の様相

上で述べた概況からすると、縄文時代後期の東京湾沿

岸地域の鯨類の利用にはこつの様相があったことが窺え

る。湾奥部地域では大型のクジラ類の出土が認められる

が、その出土量は極く少なく、積極的にこれを捕獲して

いた様相は窺えない。おそらく以前から指摘されている

ように、湾奥部の入江に迷い込んできてス トランディン

グしたものを利用するにとどまっていたのであろう（金

子ほか、 1973，堀越、 1986, 1988）。一方湾口部地域で

は、イルカ類の遺存体が数多く出土し、出土する部位も

全身にわたっている。平口は能登半島の内浦・ 富山湾沿

岸地域での分析において、イルカ類の出土する遺跡の立

地について、海岸線のすぐ近くまで深海が追っていると

いう特徴をあげているが（平口、 1986）、東京湾口部地

域もまさにそうした地域であり、東京海底谷が南房総と

三浦半島の間に入り込んでいる。特に館山湾の海底には、

東京海底谷の支谷である館山海底谷が深く落ち込み、岸

から約2・で深度lOOm、約3kmで深度300mlこ達する。

また、深度50mの等深線に沿って東京湾内に入ると、横

浜市称名寺貝塚や青ヶ台貝塚、横須賀市榎戸貝塚の所在

する金沢八景や横須賀付近に着く。この地域も、 イルカ

類の捕獲に適した環境であったのだろう。

4 

図3 鹿角製モリ頭実測図

l茅ヶ崎市堤貝塚 2横浜市称名寺貝坂 3同青ヶ谷貝塚

4館山市大寺山洞穴 5同錠切洞窟（すべて後期）

因遺由美子

湾口部地域から出土したイルカ類には、マイルカ、カ

マイルカ、ハンドウイルカ、シャチ、ハナゴンドウ？、

ネズミイルカ科などがある。真脇遺跡からは全く出土し

なかった寒冷種のネズミイルカ科の出土が認められるこ

とは、日本海側と太平洋側という違いはあるものの、縄

文時代前期を最温暖期として、次第に寒冷化していく環

境変化を示すものであろうか。富津市大坪遺跡（縄文時

代前期）からは、北太平洋に分布する寒冷種のセミイル

カが出土している（粕谷ほか、 1985）。当時の太平洋沿

岸は、親潮の影響が強かったのかもしれない。

イルカ類の捕獲方法について真脇遺跡の場合では、マ

イルカは網取り法、カマイルカは突き取り法が考えられ

ている（平口、1986）。金子は、東京湾口部地域に特徴

的に出土する鹿角製モリ頭（図 3）を取り上げ、 イルカ

類の捕獲に用いられた可能性を示唆しながらも、追い込

みによる捕獲を想定し、刺突具類はもっぱら磯魚などの

捕獲に用いられたと考えている （金子、 1959）。館山市

稲原貝塚（縄文時代早期末）からは、黒曜石の破片が刺

さったマイルカの右榛骨が出土している。直良信夫はイ

ルカの捕獲時に突き刺さったものとして報告したが（直

良1986）、平口は、石器の形態が石槍とはみなしがたい

不定形な剥片石器であることから、解体作業用の石器で

あるとしている（平口、 1989）。

さて、平口は真脇遺跡での分析において、頭部から尾

部に至る 1個体分の骨の出土が皆無で、 40～70cm程度

の単位で椎骨が連結して出土すること、上腕骨のベアリ

ングでは同一個体例がわずかであることから、イルカ類

が解体されて他集落に骨付きの状態で分配されたとして

いる。そしてそれは、イルカ類の捕獲が複数の集落によ

って行われたことによるとして、協同作業の可能性を示

唆した（平口、 1986）。イルカ類の骨を多数出土した東

京湾口部地域の遺跡を比較してみると、称名寺貝塚では

カマイルカ、錠切洞窟ではマイルカ、大寺山綱穴ではマ

イルカ科とネズミイルカ科の 2タイプが多いというよう

に、遺跡によって種構成が異なる。協同作業の可能性を

論じるならば、鯨類を多数出土する遺跡とその周辺の遺

跡との比較で議論しなくてはならないが、鯨類を多く出

土する遺跡は、東京湾口部地域内にも点在するだけであ

って、このこむからも、この地域において協同作業が行

われていた可能性を見いだすのは難しい。しかし、鯨類

を多数出土する遺跡が解体場に過ぎず、周辺集落に肉の

みが分配された場合、当然のことながら鯨類の遺存体を

出土しない遺跡が存在することになる。遺跡から出土す

る鯨類の遺存体のみから協同作業の可能性を議論するに

は限界がある。そこで、他の考古学的側面から考察をし

てみたいと思う。

aA宮
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3. 東京湾沿岸地域の縄文時代中・後期の様相

縄文時代のこの地域の特徴としては、数多くの貝塚が

形成されたことがあげられる。特に千葉市加曽利貝塚や

市川市堀之内貝塚などといった大規模貝塚は、縄文時代

中期末から後期半ばまでの間に形成されている。縄文時

代中期後半から後期にかけてのこの地域に分布していた

土器型式は、加曽利E式、称名寺式、堀之内式、加曽利

B式、安行式などである。いずれも関東一円に分布して

いるだけでなく、東北や近畿、北陸にまで分布すること

がわかっている。また、遺跡から出土する石材の蛍光 X

線分析などによる原産地同定の研究からは、縄文時代に

すでに、土器型式の分布圏をも越えた広い範囲で交易が

行われていたことがわかっている。ここではその具体例

として、オオツタノハ製貝輪と石器石材の黒曜石を取り

上げる。

関東地方から出土する貝輸の素材となったオオツタノ

ハは、伊豆大島や三宅島といった伊豆諸島産のものであ

ると考えられており、縄文時代早期から出現する（山本

ほか、 1995）。一方黒曜石は、主に信州系、箱根系、神

津島系のものが使用されており、神津島系の黒曜石は、

旧石器時代にすでに関東地方に持ち込まれている（斉藤、

1985）。これら伊豆諸島からの搬入品の搬入ルートとし

て、縄文時代中期までは伊豆半島経由の陸上ルートが考

えられている。伊豆半島の河津町段間遺跡（縄文時代中

期）からは、約20kgの神津島産黒曜石の原石が出土し

ており、この地が黒曜石の陸上げステーションであった

とする説を裏付けている。そしてまた、オオツタノハや

神津島産黒曜石の出土する遺跡は、三浦半島や多摩川沿

岸地域といった南関東に多く、東関東からの出土は少な

い。ところが縄文時代中期後半以降、現在の震ヶ浦、北

浦、印指沼、手賀沼を含む利根川下流域一帯に広がって

いた古鬼怒湾沿岸や、東京湾東岸地域などの東関東でこ

れらの遺物の出土が増加する。このことから、この時期

に丸木舟を用いた海上ルートが確立したのではないかと

考えられている（加藤、 1991）。

このように、縄文時代の交易やネットワークというも

のを考えるとき、縄文時代中期後半から後期にかけての

時期は、重要な画期であったと考えられる。そしてそれ

は、先に述べた大規模貝塚の形成時期とも重なる。後藤

和民は大規模貝塚の性格として、交易品としての干員の

加工場をあげている（後藤、 1982）。そして大規模貝塚

を伴う集落を、ある一定区域内に展開するいくつかの員

塚を伴わない集落や小型貝塚を伴う集落の共同生産の

場、共同祭式の場、結集の場であったと位置づけている

（後藤、 1982）。 一方筆者は、大寺山洞穴から出土した

動物遺存体を中心とする遺物の分析を通じて、この洞穴

遺跡への年間を通じた断続的利用はあっても通年居住は

認められないこと、主たる生業活動は漁携であるが、漁

揚基地的・加工場的な性格は認められないことを述べ、

伊豆諸島と関東地方、東北地方を結ぶ交易・交流の中継

地的な役割を持つ遺跡として位置づけた（田遣、 1999）。

以上のことから、縄文時代中期から後期にかけての東京

湾沿岸地域には、湾奥部の大規模貝塚を伴う集落を中心

とした、共同生産、共同祭式などを行う小規模の集落問

ネットワークが存在し、さらにそのネットワークをつな

ぐ形で東京湾沿岸地域全体にわたる中規模の交易・交流

ネットワークが形成され、湾口部地域もそのネットワー

クの一端として組み込まれていた様相が窺える。さらに

は、そのネットワークは伊豆諸島、東北地方、東海地方

などとも結ばれ、大規模ネットワークが存在していたこ

とが窺える。

4. 東京湾沿岸地域における鯨類の利用

東京湾奥部において鯨類を出土する遺跡は、ネットワ

ークの中心であったと考えられる大規模員塚を伴う集落

遺跡からである。大規模員塚であるために骨の保存に適

した状況が生まれ、骨が遺存したとも考えられるが、縄

文時代における集落間ネットワークの存在を考えあわせ

ると、鯨類の獲得、解体・分配もそのネットワークに沿

って行われていたことが考えられる。すなわち、湾奥部

の海岸に鯨類がストランディングした場合、おそらくそ

の周辺集落の人々によってその場で解体が行われ、肉は

各集落に分配される。しかし歯牙や耳骨、椎骨、頭蓋骨

といったものは、中心的役割を持つ大規模貝塚を伴う集

落に持ち込まれ、垂飾品などに加工されたのではないだ

ろうか。このような結果として、東京湾奥部では大規模

員塚からのみ鯨類が出土するという現象が生まれたと考

えられる。一方湾口部地域で捕獲されたイルカ類は、遺

跡ごとで消費されたと思われるが、オオツタノハや黒曜

石と共に湾奥部地域や内陸地域に運ばれたこともあった

かもしれない。

鯨類は多量の食糧をもたらすものとしてだけでなく、

道具類の素材としても貴重な資源であったと思われる。

平口はその分析で、加熱を受けた痕跡を残す骨がほとん

ど出土していないことから、鯨骨からの採油は行われな

かったようであるとしているが（平口、 1986）、東京湾

沿岸地域からも焼けた骨がわずかばかりであるが出土し

ている。採油の可能性については、今後検討していく必

要があろう。鯨類には様々な利用法が考えられ、それ故

その分配については、集落聞の密接なネットワーク内に

おいて管理されていたと思われる。鯨類の捕獲について
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は、湾奥部、湾口部地域ともに協同作業によって積極的

な捕獲活動が行われていた様相は窺えなかったが、分配

については、集落聞のネットワークシステムの中に組み

込まれていた可能性が示唆できる。ただし、特に湾奥部

においては、鯨類が頻繁にストランディングしていたと

も思えず、鯨類を利用できる機会は少なかったであろう。

多量のイルカ類を出土している湾口部でさえ、多くの員

類、魚類、陸生晴乳類などに混じって出土しているので

ある。大寺山洞穴の場合では、貝類56種、魚類30種、問

虫類l種、鳥類4種、陸棲晴乳類13種が出土している。

錠切洞窟の場合でも、員類68種、魚類47種、~虫類 3 種、

鳥類9種、陸棲晴乳類15種が出土している。そして道具

類も石鉱をはじめとして、植物性食糧の採集、加工に使

ったと思われる打製石斧や石血などが出土している。漁

揚具も、モリ頭だけでなく釣針や漁網錘など多種類の道

具が出土している。人々は場合に応じて道具を使い分け、

様々な資源を捕獲・利用していたと思われる。

飯、類も数多く存在する資源の中の一つであることにか

わりはなく、捕獲の機会に恵まれれば、積極的にこれを

利用したのであろう。

おわりに

以上、東京湾沿岸地域における鯨類の捕獲とその利用

の様相を見てきた。鯨類はその出土状態のために、詳細

な分析となると制約を受ける面も多い。しかし鯨類は利

用価値の非常に高い資源であったことは間違いなく、そ

の利用の様相を、今後も探っていきたいと考えている。
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