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<HP版>

NPO国際文化財研究センター・なみはや歴史講座(第 102回）2018/10/19

韓国・盤亀台岩壁画の舟とクジラ 辻尾榮市

1、はじめに
○普遍的で手を出さない舟の研究

舟のように誰もが知っている普遍的なことは研究対象にしない、してこなかった。当た

り前のこととしてほとんど見向きもされなかった分野である。

しかし考えてみても舟という運搬具がなければ、人類の移動、大陸からの文物交流はな

かったはずである。現在のような動力舟ではない時代に、どのようにして造舟し、また動

かし、技術的に海洋を航海したのだろうという疑問は当然のことながら思い浮かぶことだ

ろう。よく知られている遣唐使船でさえ、文献や絵巻に描かれていることが真な根拠とな

り、最も信頼性の高いものとし、疑う作業をしてこなかった。考古学に携わるものとして

は、出土する遺物からその実証性を確かめる研究分野でありながら、遣唐使船の破片さえ

見つかってはいない。また刳舟といわれる樹木を半截して作られた舟でさえ、具体的、実

証的には不明なことが多くある。近世・近代の民族・民俗資料から刳舟の造舟方法が語ら

れ、実際には古代人の造舟方法については分かってはいない。

ここに普遍的なモノとして研究対象にはなりにくい由縁があった。

○船舶工学からの研究

考古学的な資料が無視されてきた訳ではない。資料が少なかったこともあり、考古学か

らのアプローチが少なかった。船舶工学からは、舟は当然浮くモノであり、モノを運ぶ運

搬具としての機能面からの研究が進められた。特に近世になってからの大型木造船の構造

研究が主流になったため、出土する舟の研究は遅れたといえる。しかも近世以後の舟に関

しても民俗学からの研究は型式にとらわれ、構造への探求はほとんどなかった。

○考古学的には西村眞次から

先史時代以後、舟がどのように発達したのかという課題に迫る研究は、世界各地の研究

者によって進められてきた。

日本での先駆的な研究者は西村眞次であり、古代舟の発展段階を報告した「先史時代及

び原史時代の水上運搬具」において抄報をまとめている。西村は人類学・考古学から日本

古代史を志し、早稲田大学から留学先のフランス考古学者デシュレット(1862～ 1914)の影
響を受けた。その著書『先史考古学概要』の中で古代刳舟型式を 3 分類(図 1)に区分して
いることに注目し、古代舟についてその発展段階には順序や規模の差はほとんどなく、世

界において共通すると説き、後の刳舟型式分類の基礎を引き出した。昭和前期には各地か

ら出土する刳舟を調査し、その厖大な研究は、英文による舟の民俗・人類学的研究として

全 3冊（『日本古代船舶研究』全 10冊)に纏めている。談話速記としての『人類学・先史学
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講座』第 6 巻に収録された「先史時代及び原史時代の水上運搬具」は、舟舶研究の先駆的
業績のひとつである。

○慶應大学の「加茂遺跡」調査

刳舟研究の間口を拡げたのは、戦後まもなく発掘調査が行われた加茂遺跡においてであ

った。千葉県南房総市加茂に所在し、丸山川下流の扇状地に位置する泥炭層遺跡である。1948
年、慶應義塾大学考古学研究室の藤田亮策、清水潤三、江坂輝彌らによって学術調査が行

われた。この遺跡周辺からはこれまでにも刳舟の出土があり、この刳舟(図 5)は、縄紋時
代前期の諸磯式土器包含層に伴う層位で出土した。深さ 4 ｍの位置で転覆した状態で舟底
を上にし、埋土圧のため保存状態は悪く約 250数小片となり、残存長 4.8ｍ、幅 70 ㎝を測
る。左舷側の遺存状態はよいが、右舷側は損傷が激しく、舟首には 2 ヶ所の小穴があり、
舳先を垂直に切断したいわゆる割竹型の刳舟と見られる。樹種はムク材である。縄紋時代

前期の諸磯式から中期五領ヶ台式、勝坂式などの土器、石器、動植物遺体が出土し、その

報告書は動物遺体、植物遺体の木質、花粉分析などの科学的分析を呈示し、学術的調査と

発掘調査報告書を含めた体系的な業績として評価される。

この調査を導いたのは松本信広であり、松本が古代舟の研究に関わるのは、1947 年、千
葉県検見川町の草炭採掘場における刳舟発見(東京都小金井市武蔵郷土館保管)で、遺存長

6.2 ｍ、幅 43㎝を測る舟であったが、そこからはさらに 2 艘の刳舟が確認され、1948年に
発掘された。1艘は残存長 5.80ｍ、幅 48㎝、艫部に突起があり、カヤ材を半截刳り抜いた
舟(慶應義塾大学考古学研究室蔵)である。もう 1 艘は残存長 3.48 ｍ、幅 52 ㎝を計り、カ
ヤ材、破損が激しく原形を留めない舟(東洋大学蔵)であるが、いずれも縄紋時代後期に推

定されている刳舟が最初の発見であった。

松本は、西村がフランスのデシュレット著『先史考古学概要』の中で古代刳舟型式を 3
分類に区分していることに注目し、後の刳舟型式分類の分析を引き出した。その後、野口

義麿が、千葉県安房郡豊田村加茂の地において刳舟埋没地の確認をし、清水潤三らが発掘

調査を行ったのが加茂遺跡の刳舟発見に繋がり、完全ではないが低湿地遺構に埋没する最

古の刳舟として標準遺物となった。

清水潤三は、松本の民族学的な研究を補完する実証的な考古学の立場から関東一円の刳

舟発掘調査を実施した。これまでの大きな木材遺物は、偶然の発見に伴い調査して単に実

見するというだけであったが、発掘調査という研究法により、確実な出土層位、年代の特

定、そこから日本における刳舟の類型特定に向けた研究を進めた。清水が手がけた刳舟調

査の多くは関東圏に限られたため、それらの時期については永年性がなく、年代的にも縄

紋時代に限られた刳舟類型の分析に苦慮した。特に年代においては縄紋時代に引き継ぐ弥

生時代の刳舟出土が希薄であったため、舟の時期的分析に限界があった。しかし西村の刳

舟型式分類を、発掘調査によって得た資料から型式ごとに時期編年を明らかにして、発展

段階の跡をたどるという考古学の常道を企てた。注目したのは刳舟の断面から判断する木

取り法の分析であった。ここから近似すると看なせるものの型式は、年代的にも近時する

同時代性があると推論を導き出したのであるが、明確に相応するまでの確信が得られなか

った。形態においても多種多様であり、基準となる事例の指摘はなく、刳舟の多くは分類

ができないとの結論に至っている。考古学から舟を分析しようとする態度から、関西の刳
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舟にも目が向けられたが、地域性には様々な特徴があり、そのことから型式形態分析に導

き出そうとする方法に結びついている。

古代の刳舟研究は、出土する遺物を対象とする考古学的な研究だけでは解明されない。

文献に残る史料や絵巻図絵から解読する歴史学的な考察、さらには民族学、民俗学的な事

例の課題に迫らなければ解き明かすことはできず、従ってその史料が何もないという特殊

性がある。これまでの考古学的な刳舟研究は、関東地方の出土事例に片寄りがちであった

が、関西地域の事例にも目を向けて、分類整理しながら各地域を検証することによって、

日本列島の文化形成に見えてくるものがあるかも知れない。

○刳舟の型式のはなし

完全な刳舟の出土例はそれほど多くはないが、松本信広が編集した「上代独木舟の考察」

以後、知り得た刳舟は数百艘以上に達している。その刳舟を先学の研究分類から型式及び

形態にあてはめることはできるのだろうか。そのことは刳舟に関して地域性が見られるの

か否か、これまで日本で発見された個々の刳舟がいくつかの特徴をもっているという点は

事実であるが、東日本と西日本において基本的な相違があるようには思われない。

西村は刳舟についての型式分類を行ったが、それは普遍的、平面的分類であって、日本

のそれに比定することについては、未だ疑問が残る点が多い。西村の基本的な考察から諸

説を敢えて整理してみたい。

西村は刳舟の形態をその平面と縦断面の形状において、割竹型・鰹節型・箱型の 3 型式
に想定した。それはフランスの考古学者であったジョセフ・デシュレットの『先史考古学

概要』の研究成果を参考にしており、それぞれにゲルマン型(メーリンゲン型)・サセック

ス型(ローベンハウゼン型)・サントーバン型(図 1)と称した。

(1)型式・形態
Ⅰ類(以下では型式名称に記号を用いる・表 1)とする割竹型は、極めて簡単な構造を示

すものである。平面は長方形、横断面が円弧状を示すものであり、竹を半截した状態にあ

る。従って刳舟の原初的な段階において製作可能な形態である。極端ではないにしろ、前

後(舳艫)に僅かな反りがつくものもあるが、ほとんど垂直に近いものがそのほとんどであ

り、原初的な刳舟として認められる。

Ⅱ類とする鰹節型は、舳艫が反りをもち、一般的な小舟を呈している。割竹型よりは一

段進歩したものであるが、まだ横断面は円弧状を示しており、舷側は浅い状態を特徴とし

ている。だがこの鰹節型の造舟段階は原初的なものから、かなり複雑な造舟段階の発達が

見られてきた。それは舷側を深くしている点、あるいは舟底部が平面的な角形断面を呈し

ている点、舳艫の反りを高くあげたり、その部分に縄を掛けるなどの“艫綱”部を設ける

痕跡をうかがわせた細工など、僅かではあるが舟造技術に特徴のある技巧が多くなってい

る変化が見られる。このことから考えると、平面的な形態で見る限りⅠ類の割竹型よりか

なり進んでおり、単純な鰹節型を考える場合であっても、かなり進歩した型式を意識的に

考案していることは事実である。平面的に見た場合でも手の込んだ形態が見られる。

Ⅲ類とする箱型は、むしろこれは割竹型の変形と見なした方が理解しやすい。研究者の

多くは西村の型式分類に従っているが、基本的にはⅠ類の型式を四角い箱形に変化させて
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いる。従って平面は長方形で割竹型とほとんど同じでありながら、断面は舟底を平らにし

た角形にした箱型として見られる。技術的には樹種材の削平に手間が掛かり、進歩的な刳

舟構造として見られる。

箱型の刳舟は、現在でも箱舟として特に東北地方で使用されている地域もあり、古代に

おける発展段階に一時期を区画するものではないと考えられる。

Ⅳ類とする折衷型は、Ⅰ類からⅢ類までの特徴を総合的に備えている。舟首は鰹節型の

ように尖頭形であり、舟尾は箱型のまま角形、舟底は U 字状の刳舟構造とする。西村眞次
・清水潤三・石井謙二ほかはⅠからⅢ型式では区別しがたい舳艫の部分について、舟首が

鰹節型であるが舟尾が角形を示す刳舟においていずれの型式にも見あわないので折衷型と

称した。

折衷型というよりは、むしろⅠ類、Ⅱ類の発展的な形態と見られる。舟の舳艫が前後双

方に可能な形態から、舳部を尖塔形に造舟し、艫部を合理的な角形に造舟とする志向は技

術的な発達と考えてよい。従って時期的には古墳時代以降に多く見られるが、刳舟として

の発展階段としてはこれ以上の進展はなかったであろう。このⅣ類の形態は現代に至るま

で刳舟の基本的な型式となったことはいうまでもない。日本においては弥生時代にはすで

にこの型式が見られる。

Ⅰ類・Ⅱ類・Ⅲ類・Ⅳ類を単材から刳舟の形態を見てみたが、刳舟を一材ではなく複材

に仕様した場合について触れてみたい。単材式刳舟は一木によって造舟可能な形態であっ

たが、古代の複材式の場合、二材以上の部材を継ぎ合わせて造舟することであって、舷側

板を設けるなどの仕様は発展段階として構造舟と変わりはない。だからといって上小縁(舷

縁)や艫板、梁などが付属する刳舟が構造舟という訳ではない。古代の刳舟について考える

場合、時代的な型式形態によって判断するのではなく、あくまで刳舟としての形態が、ど

のような型式によって次の準構造舟へと発展するのか、あるいは刳舟の基本的な形態がど

の程度まで刳舟として可能な構造であるのかに特徴を見出すことにある。

刳舟について基本的には 3 類型あることが、平面型式あるいは縦断面型式によって考え
られた。ただ縦断面による型式は、発掘された資料からは舷側上縁部が完全に遺存してい

る例が非常に少ない。ところが舟形木製品、舟形土製品、舟形埴輪、絵画などにおいては

極めて縦・横断面における舟底部、舳あるいは艫の形態をよく示している例が多く、それ

らが型式形態に極めて対応するものの、舷側部についての形態を判断するにはその制約や

付加が大きく、現実的には構造を理解する上で疑問が残される。

(2)木取り
刳形の横断面について、発掘された資料からその形態を判断することは困難であるが、

基本的な視点からその形状を考えることができる。横断面は刳舟の重要な舟体底部を知る

ことになる。原木の木取りについては大別して半木半円形と、一木角形という基本的な分

類が可能であるが、木取りを A式・B式・C式の 3型式として概要を見よう。
A 式は、原木の中心から真っ二つに切り析き、平坦面を上面にすると二材とれることに

なる。Ⅰ類に見られる刳舟の場合、このままでも原初的な舟として使用できたのであろう。

切断した平坦面を刳り出すことは石器時代においてすでに可能であったと見られる。半截

された平坦断面部は刳舟の両舷上端の最大幅となり、さらに原木のカーブはそのまま舟底
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部と舷側部を構成することになる。

B 式は、A 式に見たように原木を半截するのではなく、原木の外を中心軸より上端部に
おいて切り析き、刳り抜く方式である。原木の大小に関わらず、原木の上端部の部分を一

縦方向の割裁を行い刳り込みを行う方法は、舷側部の縦幅を深く彫りこむことにある。原

木が小さいために縦方向の半截を行わないか、あるいは半截しないと考えるならば、時期

的に判断して A 式よりは遅くなる。従って刳舟の発展段階としては新しい時期とみなすこ
とが可能であろう。造舟された刳舟の舷側は内反し、舟の最大幅は舷端部から下がったと

ころに位置し、原木の中心部以上に深くなることは明らかである。

C 式、原木の上下両面を並行に落とし、角形としてのち下面を舟底部とし、上面を刳り
込むのである。外舟底部は平らな底部が得られ、原木の中心部付近をのこして刳り込むた

め、舷側の最大幅は原木中心部にあらわれる。舷側は底部から上端に弧を描く状態か、箱

形に刳り込まれる。その場合、舷側中央部に厚みができるので舷側の弧にあわせて内彎す

るように削られる場合が多いかも知れない。

(3)接合
接合の横断面について見てみよう。刳舟を長くする複材によって積載量は増加するが、

さらに考えられることは舟底部を広げることにある。Ⅰ類 A 式の型式のような原初的な刳
舟では舷側が低く、また複材で長くしても静かな水面で利用する以外は不利な点が多く、

積載量は限られる。そこで舟の幅を大きくする方法が考えられた。ただし古代の刳舟にお

いて、幅を広げた舟造技術を有する例は見られない。

(a)系は、刳舟の底部をそのままの状態で利用した模式図である。
(b)系は、刳部を左右舷側に利用するか、その間に底板を挿入し広くする例である。
(c)系、(a)系を発展させて、舷側に板を継ぎ足して舷側幅を深くして流入水を防ぐ。こ

のことで、刳舟底部の部分が小さくても舷側板を継ぎ足すことによって舟船幅を高くする

ことは可能である。従って(b)系と同様に発展的なものと考えられる。
(d)系は、さらに舷側板の補強のために左右の舷側を梁でつなぐことが考えられたのであ

ろうが、(c)系の場合でも梁をつなぐことは発掘された資料から明らかである。舷側板を継
ぎ足して深さと、幅を広くする方法は、古代の刳舟では発見されていない。舷側を高くし

て耐波性や積載量の増大を計った舟は、大陸における造舟技術の影響とみて、もはや刳舟

ではなく準構造舟への過渡期段階と見られる。

刳舟の接合は、単に二材以上の部材を継ぎ合わせて規模を大きくするということではな

く、刳舟の発展段階において準構造舟へと変化する造舟技術の方法であった。

2、東アジアの刳舟
○中国出土の刳舟

2001年、浙江省蕭 山跨湖橋にある新石器時代の遺跡から 1艘の刳舟(図 7)が出土した。
せつこうしようしようざんここきよう

新石器時代、約 7,070 年前、日本の縄紋時代早期中葉(BC6250 年～ 5650 年)にあたる。刳
舟はほぼ完全な形で遺っていた。材質はマツ材である。舟首は上に反り返るが、この舟体

は比較的狭く、舟首幅は約 29㎝、約 25㎝離れたところで幅が突然広くなって 52㎝になり、
反りかえりと舟底部の丸みの部分には十分な光沢がある。その内外では加工工具の使用痕
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跡がはっきりとは見えず、舟首から 1 ｍ離れた部分には比較的大きい黒炭化面があり、舷
側内にはより大きい黒炭化面を発見している。これらの黒炭化面は、当時、焦燥方法を用

いて舟体をつくった証拠である。舟首から 42㎝、67㎝、110㎝の位置には 3ヶ所の横方向
に割れた痕跡があり、おそらく反りあげた舟首に圧力を受けた時におきた亀裂であろう。

舟首前に幅約 10㎝の防水壁部分があり、破損しているが痕跡を留めている。舟舷側は僅か
に舟首部分に長さ 110 ㎝ほどがのこっており、他の部分は破損している。その破損の面か
ら計測すると、舟体は比較的薄く、舟底部と舷側の厚さは平均約 2.5 ㎝前後である。舟尾
の一端は失われ、今のこっている舟体の残存全長は 5.6m である。舟舷側の保存の良い部
分の測量から舟体の最大内深は約 15㎝であるが、舟底から両舷側が沈まないように変形さ
せた理由を考えると、この舷側の弧面から観察して、実際はこの部分より深いはずである。

吃水の最深部位置は中央部である。ただ舟体の縦向きの変形が明らかだが、客観的な測量

をすることはできない。遺存する舟体の特定部分を観察すると、中央部内壁舷側と舟底部

は必ずしも凹弧面ではなく、100 度の鈍角の形が考えられる。この刳舟はこの地に廃棄さ
れたり、あるいは沈没したという訳ではなく、舟体舷側の近くには多くの木杭が打ち並べ

られていた。それは柱杭と板杭の 2 種類があって、基本的には等距離間隔に配列されてお
り、2 本の木杭はともに堆積土の下まで深く入っていた。舟体舷側の木杭及び柱穴が発見
され、舟首部から 20㎝離れた舟底部のその下に 1本の横木があり、中央部 1本の木杭のそ
ばに舟体の圧力によって折れたような 1 本の横木がある。これらの現象は、刳舟が当時、
これらの木柱や横木からできた台の上に架橋した上に態と置かれていたということである。

それ以外に刳舟の舟体に平行する木材と木板がたくさん積み重なっており、その内 4 本は
樹皮がついたままの木材で、それらは明らかに一木の原木でできている。木材の長さは 280
㎝である。舟体の周辺には使用痕跡のない数個の手斧の柄、石斧、石器破片、砥石が発見

されていることから造舟所の可能性がある。

○韓国出土の刳舟

飛鳳里貝塚は韓国慶尚南道昌寧郡釜谷面に位置する。月鳳山から南東に清道川が洛東江

と合流する低湿地遺跡である。2005 年に 2 艘の刳舟(図 8-2)が発見されたが、航海できる
舟とは判断はできない。今のところ、6,800年前の飛鳳里地域一帯は海であったと見られ、
洛東江下流域は海であり、飛鳳里が内湾であったことが知られる。発見された 1 号舟は、
貝塚の第 5 層下Ⅹ文化層の新石器時代早期前半と報告している。欠損はしているが、東西
方向に置かれ、両舷側、舟首、舟尾はないが舟底が遺存し、出土状態は良いと報告されて

いる。遺存長 3.1ｍ、厚さ 2～ 5㎝、最大幅 62㎝を測る。断面は U字状を呈し、加工痕跡
としての焦燥が見られる。樹種は樹齢 200年以上のマツ材を用いており、6,800年前(BC5800
年から 5600年)と推定される。

2 号舟は、第 1 層Ⅳ文化層の新石器時代前期前半と見られ、全体的な形状は確認されな
いが側面の一部が出土している。遺存長 64㎝、厚さ 1.2～ 1.7㎝、最大幅 22㎝を測り、断
面は U 字状を呈し、石器による加工痕跡を遺す。樹種はマツ材、周辺出土樹種の年代測定
から約 6,100年前と推定される。
櫂の出土がある。第 2層からの出土であり、長さ約 1.78ｍ、柄部 65㎝、柄幅最大 5㎝、

葉部 1.13ｍ、葉幅最大 7.5㎝を測り、新石器時代早期後半の約 7,000年前と見られる。
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○日本出土の刳舟

雷下遺跡は千葉県市川市北西部、標高約 25ｍの国分台東側、国分川右岸の低湿地貝塚で
ある。2013 年に発見され、いわゆる縄紋海進の内陸部まで進入する海岸線に形成された貝
塚である。縄紋時代早期後半の約 6,660 年前(BC5700 年～ 5500 年)という放射性炭素年代
測定結果がでている。

調査区南側(8)地点砂礫層 2 の黒色粘土層から刳舟(図 6)が出土した。出土形状の状況は
両方舟端部が先細りしているが、舟首舟尾の区別は明らかではない。土圧によって全体が

平坦になるが、舟端部が緩やかに立ち上がる状況といい、舷側は確認できないが、東南側

で僅かに約 10 ㎝の立ち上がりが見られるという。刳舟北西部では舟端部に V 字状の工具
痕を確認したと報告される。樹種はムクノキと同定されている。遺存長 7.2 ｍ、厚さ約 7
㎝、最大幅約 50㎝を測る。

○どの時期まで刳舟が遡れるのか

このような結果から、東アジア地域における刳舟は全体として約 7,070年から 6,660年前、
もし縄紋時代草創期に刳舟の起源があったとすると、後氷期以降、対馬海流が日本海に流

れ込むようになった時期、この海況の変化が契機となって、淡水性の浅い水域は穏やかに

安定した沿岸部となり、特徴的なラグーン(潟湖)が形成されていたと考え、このような環

境から舟を造り、航海技術を発達させる条件が示されたのではないかと思っている。

3、盤亀台の報告から
○川前里に描かれた岩壁刻画

ここでは調査経緯を報告から<要約>して紹介する。この<岩壁刻画が最初に発見されたの

は 1970年 12月 25日であった。東国大学博物館は 3年の計画で蔚州地域の仏教遺跡を 1968
年 9 月から進めてきており、1970 年 12 月はその 3 年間の計画完了を目前にした時期であ
った。この調査は計画により蔚州の西部地域にある彦陽面とし、最初の調査目標を彦陽面

の盤亀台の集落に設定した。それは『三国遺事』巻第五「朗智乗雲条」にある元曉大師が

修行していた磻高寺が、この地域にある可能性が十分ありうると考えられたからである。

地理的条件や地名だけではなく、ここには新羅時代の寺跡、塔、仏像などのような遺物が

すでに知られており、釜山博物館はこの地を何度も調査し、石仏 1 体を移動している。ま
た鄭永鎬は第 1 次踏査をし、その報告は「彦陽大谷里寺跡の調査」で明らかにしており、
この地が文献と一致する地域であったからだと言われている。

その後、文明大と金熙郁らは慶州に着いて交通経路を詳細に調査した。そこは蔚州の工

業用水の低水池であり、ダムを設置しただけの山道で、四輪駆動車がなければ行くことが

できないという助言があった。この問題を禹炳益と相談する機会が偶然あり、彼は文化財

に対して非常に理解があり、四輪駆動車を手配、のみならず厳しい冬であるにもかかわら

ず同行してくれた。

この彦陽面から 20里も離れている地域であり、山道は 7～ 8里を残し、危険な道が通っ
ていたが無事、現地に到着することができた。この村の有力者で、代々の集清殿という斎

室を有している漢学者崔敬炳を尋ね、概略その寺跡の現状を聞き取りしたところ、集清殿
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の向かい側がこの盤亀台という名勝地であった。昔は太和江の支流である大谷川の上流に

あたり、現在はダムの最上部にあたり、ほぼ水没している。その岩壁には詩のような多く

の銘文と線刻、刻画(図 9)のような壁画あり、仏像のあった寺跡は水没したと言われたの
で失望したという。この集落に塔が存在するという情報は、事前の準備調査から望海寺持

住と、慶州で骨董商を経営する昔庸湜から聞き取り、調査予定計画に入れ、その情報があ

ったので塔遺跡について詳しく聞くと、それは上流 1 ㎞ほど登れば塔への参道があり、そ
こにはまだ塔が存在し、その痕跡を残している情報を得た。案内をしてくれることになり、

大変厳しい冬の時期であったが、この谷はたいへん景色が静寂な地であり、美しく最も壮

観であった。塔の参道に至る直前に絶壁の小道を歩きながら、帰路には盤亀台の刻画を見

ようと話をしていたところ、絶壁の下部岩壁を指さしながら、その辺にも盤亀台の刻画が

見えてくるはずであると聞き、直感的に寺跡の隣接地なので磨崖仏があると考え、塔を確

認して岩壁に向かった>と報告している。

さて川前里に描かれた岩壁線刻画の舟は 2 艘分しかなく、全体壁面の左側下部に描かれ
る。この部分は上段部から延長する割れた岩壁面であるが、下段部は岩壁面がつるつるで

あり、この下段部の左には大きな帆をもつ帆船がある。

報告では、2 艘の舟は<騎馬行列のすぐ後に線刻されており、1 艘は小型の舟で先頭が龍
模様と見られる龍舟である。帆と人物が表現されているように見え、すこし繊細な描写で

ある。他の 1 艘は先の舟の後を追跡するような巨大な帆船であり、舟首と舟尾がずんぐり
頭(？)の船体に見え、巨大な帆と積み荷が見える。当時、蔚州地域に出入りした有名な新

羅の船か、もしくはアラビア商船であるかも知れない。当時の貿易と新羅人の海上活動の

事象を線刻したと考えられる(図 10)>と報告している。

これらの岩壁刻画の性格および問題点について、評者が全体的にまとめているので簡単

に紹介する。この<岩壁刻画の幾何学紋様は、新石器時代の有紋土器の紋様の性格と同じで

あり、それが食糧に必要な備蓄、保有の象徴もしくは符号的な性格をもっている。

この紋様は象徴の図形であり、絵文字の前段階の性格をもっている可能性もあり、この

ことについては、今後さらに精密な研究が必要である。新羅が百済を倒し、中国文字を移

入する以前には木材に彫刻し、証明にしたという記録に留意しなければならない。

この幾何学紋様は新石器時代の有紋土器(特に東海岸)はもちろん、青銅器や新羅土器の

紋様とも比較、研究し、韓国の幾何学紋様の性格を体系的に明らかにし、全体の変遷史と

しての岩壁刻画の紋様の性格を探り出さなければならない。

幾何学紋様の中で魚の表現は鮒と考えられる。幾何学紋様を製作した集団は、海で魚を

釣り(海洋漁撈)をする人たちではなく、この地域で生活しながら農耕に従事しながら、こ

の内水面の河川で魚を捕ったことがある地元地域の住民だと考えられる。しかし一部分の

刻画の中には鮫と似ているような魚類があり、もし海洋の魚類だとすると海洋の漁民集団

が僅かに加勢した可能性がある。

岩石を突く敲打法(ペッキング)の手法で製作された鹿や虎の刻画は、大谷里の岩壁刻画

と関連して議論すべきであるが、それが雌雄 2 頭を左右対称的に配置した点で、当時、狩
猟した狩人たちの豊穣や繁殖の起源であると見るべきである。
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少数の動物たちの表現から見ると、農耕を主として生活しながら部分的に狩猟を行った

階級集団が製作したのだろうか。それとも大谷里の狩猟、漁撈民たちが、この岩壁刻画に

進出して製作したかのいずれかだと考えられる。

この停止した動物画は大谷里の一部の刻画とよく似ているが、雌雄の左右対称的な手法

は大谷里では見つかっておらず、両方は違う集団によって製作されたと見られる。もちろ

ん突く敲打法による魚類が見られるが、これが海洋魚であるかは確認できていない。もし

海洋魚の場合、大谷里の岩壁刻画をした人たちが進出して作成した可能性がある。

この岩壁刻画を製作した民族問題として、新石器時代の有紋土器を使用した民族、もし

くはその子孫、また青銅器時代初期の民族である可能性が高いと思われる。彼らはスカン

ジナビアからシベリアに渡り、岩壁刻画の製作民族と直接的な関係があったか不明である

が、北欧民族と親縁性が強いのは確かなようであり、少なくとも文化交流面では非常に重

要な点を明らかにすることができる。この点についてこれからの精緻な研究が必要である。

下段部に見られる線刻画は、漢文を書いた人々と一緒で、三国時代、および統一新羅時

代の新羅の人々によって製作されたと言える。彼らは主に沙啄部だと考えられるが、この

場所が「書石」または「誓石」であり、6 世紀ころから沙啄部の神聖な聖地であったこと
は明らかであり、彼らは聖地巡礼のために訪れたことを記念しようと線刻画と文字を遺し

たのだろうと考えている。従って下段部の線刻画と文字は、三国時代および統一新羅時代

の新羅の人々の信仰思想と社会風習であり、もしくは銘文や行列図などを遺したと考えら

れる沙啄部が、当時の王族である金氏であったか、王妃族である朴氏だったかであり、こ

のような解釈ができる手掛かりをもっていることから新羅史研究に貴重な資料になる>と報

告している。

○大谷里に描かれた岩壁刻画

この<川前里の岩壁刻画が発見されて以来、「蔚山盤亀洞書石」という表題で文明大が紹

介したことが発端となり、その後、議論しようという何人かの賛同が得られ、再度訪れる

ことになった。延世大学李隆助(当時忠北大学博物館館長)、高麗大学金貞培と東国大学博

物館文明大であった。その時期はちょうど何年ぶりかの旱魃があり、はじめて湖水の水位

が 4m くらい減少した。この機会を利用して下流の渓谷も調査しようと試み、この岩壁刻
画を発見して以後、集落の人々から盤亀台から約 1 ㎞下流に虎の刻画があるという話を何
度も聞いていたからである。これまで不十分であった下流域の渓谷調査を補完することが

できるかも知れないという期待があった。集落の人々の協力を得て大型船を借り下流域調

査に出発した。岩壁を隈無く点検しながら、ゆっくり下流に行き、盤亀台の 1 ㎞ほどの下
流で山々が連立し大岩壁がそそり立っており、その真ん中くらいでは他の壁面とは違って

人工的に態と研磨したような壁面が遠くから確認できた。川前里の岩壁面と非常に酷似し

ていたので岩壁刻画であるかも知れないと思い、すぐに船をその方向に進めた。その時点

までほとんど考えてもいなかった先史岩壁刻画が視野の中に入ってきた。それは驚いたこ

とに動物群と亀、および鯨であると思われる動物絵画であった。すぐに簡単な実測図と拓

本、写真撮影を行ったが、本格的な調査は準備の都合により、1972年まで後回しになった。
その後、何度も本格的な調査を試みたが、予算関係によって実現できず、本格的な調査

を実施することを大学機関と協議した。その間も現場との連絡により、湖水水位が減少し
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たということを知ったので、調査を急遽しなければならなかった。3 月初めには「中央日
報」と釜山東亜大学、「国際新報」記者らが訪ねてきたという情報があった。調査準備をし

ていた 3月 10日に国立博物館長黄寿永が慶州調査の途中に現場に立ち寄る連絡があり、予
備調査を依頼したことがあった。黄館長が現場で確認した岩壁刻画はさらに多く、しかも

貴重な岩壁刻画を確認した後、緊急にソウルに戻り、黄館長の指示により現場に急行した。

岩壁刻画を本格的に調査できたことは黄館長の配慮が多くあった。この時の調査も不十分

であり、再度、精確な調査をする必要があって翌年にも何度か踏査を試みたが、水位が減

少せず諦めるほかなかった>と報告している。

さて、刻画の舟は 4ヶ所あって紹介しよう。<第 1号舟(図 12・201)は下段部に見られる。
三日月のような舟であり、形態は非常に小型である。舟首は丸い頭に似ているように見え、

舟首から綱が出ており、鯨と連結しているようにも見え、捕鯨舟と見られる。乗員は 5人(舟
首を 1人と見ると 6人)と見られるが、当然、漁師である。寸法 10㎝を測る。
第 2 号舟(図 13・202)は細長い舟である。この舟は実際に鯨を捕り引っぱって行く光景

を明らかに描写しているが、舟首から綱が出ており、鯨(10)の胴体と繋がっており、鯨の
胴体の中にまで横線があり、銛に見える。鯨(10)は薄い輪郭線の表示だけであり、捕まえ
た鯨を表現した方法かも知れない。魚(1)の尻尾部分(小鯨？)にも繋がっており、魚(1)と
も関連があるのか、検討すべきである。乗舟する漁師は 18人くらいであり、かなり大型舟
だと考えられる。寸法 18.5㎝を測る。
第 3 号舟(図 14・203)は上段部に見られる。舟の中では一番はっきりして確実な刻画で

あり、乗舟漁師は 11 人(舟首を 1 人と見ると 12 人)である。舟の刻画は一般的な漁舟と、
儀式舟(Cult ship)や呪術舟(Magic ship)のふたつの意味で解釈される。儀式で見る舟は死後
の世界へ導く神秘的な、あるいはその旅程の豊饒を象徴することであり、捕鯨舟の場合は

言うまでもなく豊漁を象徴することになる。そのようなことは巨大な性器をもった人が舟

を漕いでいる新羅土器でそれを理解することができる。それらの例だけではなく世界の岩

壁画においても共通した解釈がある。この舟は実際的な航海の無事を表現しているのか、

魚を捕る舟を表現した豊漁の呪術舟(Magic ship)として表現しているのか。または単純な
儀式舟であるのかは、はっきりと理解することはできない。線刻彫りの寸法 19㎝を測る。
第 4 号舟(図 15・204)は鯨の尻尾付近に位置する舟の線刻であり、鯨を捕まえている捕

鯨舟を描いた状況と考えられる。従って鯨の捕獲の豊漁を祈願する呪術舟(Magic ship)と
言える。乗舟漁師は 7 ～ 8 人であり、これも突く敲打法(ペッキング)の手法による刻画で
ある。寸法 15㎝を測る。骨骼の鯨の中にさらに 1頭の鯨が見えるが、頭部の方は見えない
>と報告している。

この報告でも結論的なまとめが述べられており、興味深い指摘がある。この<大谷里の岩

壁刻画の性格については完璧に把握することは現段階では困難であるが、次の何点かは明

らかに判断することができるように思われる。

この岩壁刻画は蔚山湾の海で漁業し、この地域で捕鯨していた、言わば狩猟漁撈の人た

ちが捕鯨の豊漁と生命繁殖を祈願して作られた狩猟芸術(Hunting art)である。それととも
に、仮面タルの描写で見られるように先史人たちの宗教的な入門式と関連する一種の先史
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人たちの宗教芸術と考えられる。

このような岩壁刻画に彫られた狩猟芸術は、アフリカ一帯と中近東一帯、インド、オー

ストラリア、ヨーロッパ一帯、北ヨーロッパからロシア、シベリア一帯など全世界的に分

布している。新石器時代もしくは青銅器時代の人類の独特な芸術であり、この岩壁刻画は、

特に北ヨーロッパのスカンジナビア一帯からロシア、シベリア一帯に渡って分布する岩壁

芸術と非常に深遠性が強いと見られる刻画である。

海洋の魚(鯨を含む)75 点、陸地動物 88 点、人物ないし狩猟、漁撈場面 10 点などの分布
から見ると、海洋の漁撈、漁師たちの集団と、陸地狩猟の集団の 2 つの集団が豊穣を祈願
し、同時に祭祀チェサの刻画だと考えることもできる。あるいは狩猟と漁撈を同時に行っ

ていた証拠かも知れない。民族の芸術という可能性もある。現在は断定的なことは言えな

い。しかし新石器時代ないし青銅器時代の遺跡から、海洋生物と陸生動物が同時に出土し

ている状況から見ると、海岸に住む漁撈と狩猟を兼ねる民族集団が作成した芸術である。

これは狩猟芸術であり、人物像、巫女、仮面タルなどの例から理解できるように、呪術

的な性格の強いシャーマン的な性格の芸術だと考えられており、さらに研究すべき点であ

る。新石器時代遺跡の動物出土状況では鹿が圧倒的に多いが、これは大谷里の刻画での動

物分布と近似することは注目すべきである。

海洋生物の中で魚より鯨が圧倒的に多いが、このことも新石器時代遺跡の出土動物骨格

類と一致している。このように新石器時代の古代人の食糧であった鹿と鯨などの狩猟場面

や、狩猟儀式などを見せてくれる。この岩壁刻画は、当時の生活を叙述的に見ることがで

き、新石器時代ないし青銅器時代の人々が、鯨をどのように捕らえたかという捕鯨方法の

問題など様々な疑問点を容易に理解させてくれる。それだけではなく透視図法(X 線)にな
っている動物たちに表現された幾何学的紋様の内蔵や生命線などに、生命の神秘と食糧の

分配問題までも当時のできごとを伝えてくれるようである。

従って舟に乗って海に出て行った捕鯨活動や、網や柵を利用して行う発達した狩猟技術

が新石器時代や青銅器時代の人により改良されていた。特に蔚山の方魚津が新石器時代以

後から捕鯨の中心地であり、このような捕鯨は新石器時代以後、発達しており、鯨が食用

になっていたことがわかる。このように集団的に狩猟漁撈活動ができていたことを指摘で

きるということにおいて、この岩壁刻画の意義はこの上もなく大きく、このような組織力

が動員できる社会は、その体制や文化段階がかなり発達していたと考えられる。

このようなことに留意しながら、特にスカンジナビアからシベリアに渡っている有紋土

器の分布・交流に関わり、また青銅器の交流に関わりながら、韓国民族の起源問題を追求

するとすれば問題解決がさらに容易になるだろう。特にシベリアの狩猟芸術、すなわち岩

壁刻画の民族が古アジア族ではないというオクラドニコフ説を明確にすべきだと指摘でき

る>と報告している。

4、おわりに ―鯨漁と舟―

○クジラのはなし

舟の話で終わりたいところであるが、盤亀台には舟の線刻・刻画のほかに多くの鯨の刻

画が見られ、舟がその捕獲について利用されたことを考えてみなければならない。先にも

紹介したが、この刻画によく似た舟図は日本でも見られ、そこから何が考えられるのか、
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舟を利用した捕鯨活動がどの程度なされていたのか。どのような方法であったのかを検証

してみて、まとめとしたい。

鯨類は地球上で最も大きい動物である。近世和歌山では「鯨 1 頭獲れば 7 浦潤す」とい
われたほど資源の大きい獲物であった。大量の油や肉を得ることができたが、近年の乱獲

で激減する傾向にあり、欧米諸国では禁止運動が叫ばれている。だがこれまでの欧米人た

ちは、この鯨油を目的としてどれほどの鯨を殺してきたのかという経緯がある。

日本の場合、鯨利用についての知識や経験は、鯨油の利用だけではなく、食用・薬用・

保存食・各種工芸、加工細工・肥料などと無駄なく利用してきたところにある。

○九州の壁画、線刻画のはなし

A・長崎県壱岐市石田町原の辻遺跡 土器線刻(図 16)
石田大原墓域(K23)の甕と壺を組み合わせた 3連式甕棺。下部の壺の肩頚部上に 2ヶ所、

口縁部内側に 1 ヶ所、線刻画が認められる。佐原眞は舟と鯨と判断した。弥生時代中期の
線刻画としては初出、類例がない。絵画としてはバランスの良くない構図ではあるが、肩

頸部①としたのが「舟」と見る。その下の肩頸部②が鯨と見られる。口縁部内側③にも線

刻画があり、これを鯨と見なすかの判断は難しいが、副葬品に鉄製アワビオコシが見られ、

全体的な構図から、いわゆる「迷い鯨」とも呼ばれる鯨を浦に追い込む状況、これを「追

い込漁」とするかは議論が分かれるかも知れないが、古代においての追い込漁と考えて良

い。ただ全体的な構図としてバランスのとれない線刻画である。海洋に従事した者の埋葬

であることは判断できよう。

B・長崎県壱岐市郷ノ浦町鬼屋窪古墳 石室線刻(図 18)
古墳の南側裾部の西側壁に描かれた線刻であり、少なくとも 3 艘の舟が見られるが、こ

こでの構図は 2 艘の複雑な舟が見てとれる。左側の舟①は舟底を弧型にしており、舟尾あ
たりが複雑な線でなぞられ、梶(舵)とおぼしき線が短いが舟底から突きだしている。舟上

には三角線が複雑に入れ組み、帆柱であるのか、三角帆なのかは判然としない。帆と見れ

ば見られるが、時期的に帆と見るかは今回は検証しない。櫂と見られるような線が少なく

とも舟外に 2 本、左前方に向けて描かれている。右側の舟②は、舟底を弧型に描くが舟①
とは違い、舷側を示すと思われるように 2 線で描かれていることが分かる。刳舟ではある
が舷側が伴う準構造舟の可能性がある。舟体からは複数の櫂 9 本くらいはありそうである
が、いずれも平行した線で右下に舟外に出ており、前方部 2 本は舟外に出ていないので舟
前の竪壁板を描いていることも考えられる。舟尾には梶(舵)と見られる短線 2 本が見られ
る。舟上には長方形の帆が張られ、縦線で描く複数の線は帆柱か、中央部の入り組んだ線

刻は静索なのか檣楼(しょうろう)と考えられなくもないが、この時期にこのような構造舟

の成立はない。舟①と舟②は併走した状況が窺える。

しかも舟の左下方に親子鯨(鯨であるかイルカであるか明確に判断できる決め手はない)

らしい線刻画がある。大小の差があり、親子鯨と思われ、目や鰭などの表現が見られる。

大きい方の鯨の腹部には少なくとも 2 本の棒状短線が描かれ、銛が打ち込まれた状況が描
かれており、そして舟②の舟首から長い綱が目部近くと結ばれた線が刻まれ、明らかに捕

鯨の状況を示している。親子鯨の捕鯨譚は近世でも語られている。

C・長崎県壱岐市郷ノ浦町大米古墳 石室線刻(図 19)
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