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縄文時代の釣 
 

三浦 福助 
 

(2007 年 7 月 26 日) 
 
 
 縄文時代(BC8000～300 年)から人々か釣を行っていたことは貝塚などから釣針、

魚の骨などが沢山出てくるのでよく知られています。古いものでは神奈川県野島貝塚

から出土した縄文早期の全長６．８ｃｍ、鹿の骨を削って作ったものがあります。 
 

  

図―1 神奈川県諸磯遺跡から出土した釣針 
 
 図―1 は、神奈川県諸磯から出土した縄文早期のもので、左の針は軸長２２ｍｍ、

ふところ幅６ｍｍ、右の針は軸長４９ｍｍ、ふところ幅１６ｍｍの大きさで、いずれ

も鹿角製です。北は北海道、南は沖縄まで日本全国に渡り多数発見されていますが、

太平洋岸ではほとんどの海岸線で、日本海側は極端に少ない分布ですが、縄文人が釣

針で魚を釣って食料としていたことは、まず間違いないでしょう。 
それではどんな魚を食べていたのでしょうか。貝塚からいろいろな魚の骨が出てく

るので、これについても凡そ判っています。三浦半島での例では、くろだい、まだい、

いしだい、かんだい、あおだい、ふぐ、あんこう、まぐろ、ねずみざめ、どちざめ、

ぼら、かつお、すずき、はた、あじなどがあります。全国的には地方色がありますが、

似たり寄ったりです。 
 
骨があれば、魚の大きさも凡そ推定できます。 

 
         表-1 主な魚の推定体長 

魚種 推定体長 

まぐろ 約１m

かつお 37～45 ㎝
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すずき 約 50ｃｍ

くろだい 35～45cm

まだい 33～65 ㎝

いしだい 38～50cm

かんだい 35～50cm

 
表―1 は、三浦半島での例ですが、比較的大型の魚が多いことがわかります。実

は魚種組成を見ても、いわし、さば、たなご、めばるなどの沿岸小型魚が少ない感じ

がします。もちろん、地域的な魚種の偏り、小型魚の骨は貝塚で残り難いなどはある

でしょう。しかし、縄文人は意外と大きな魚も食べていたわけです。くじら、いるか

なども見付かっていますから、ご馳走だったのでしょう。 
 これらの魚を獲るために、釣、網、銛、追い込み漁をしたとされていますが、漁労

の遺物としては釣針、網の土錘、銛が残っており、当時の生活を知る手掛かりとして

色々と類推があります。釣針は出土例が多く、漁獲の中心手段であったというような

記述が多々あります。しかし、本当にそうなのでしょうか？ 確かに大きな釣針なの

で、大きな魚を釣っていたのでしょうか？ このことについて、検討してみました。 
 
1 釣糸 

釣針は沢山残っているのですが、釣り糸はまったく残っていません。勿論痕跡

を留めぬまで腐ってしまったのです。ですから、どのような繊維を使っていたの

か、物証はありません。数少ない繊維出土例として神奈川県小田原市府川遺跡か

らの「しゅろ」があります。衣類についての調査などを見ますと、当時は木や草

の繊維を集め、すだれのように編み、木は、おひょう(アイヌのアツシの原料)、
しななど、草は、からむし、あかそなどで、布は編布(あんぎん)とよんでいます。

麻は、非常に強い繊維ですが、当時の先進国であるエジプト、中国などでは使用

が始まっていましたが、日本では縄文晩期に使用が始まるといった程度でした。

このような技術段階で、貝塚から出てくるような魚を釣ることが出来たのでしょ

うか？ とても疑問に思いました。近頃、「グルメな縄文人」などとの表現が目

立ちますが、同感できないと思いました。 
 

 代表として、まだいを例にして検証してみましょう。表―1 で判るように、体長

33～６５㎝のものがありますが、これは体重に直すと 820～２６５０g に相当し

ます。体長３３㎝、体重は８２０g の魚で試算してみましょう。当時は船はほと

んど無く、丸木船が出現したのは縄文も中期ですから、海岸での竿釣を想定して

見ましょう。魚が釣針に掛かってから逃げようとするときに釣糸に働く張力につ

いては、いくつかの測定例があります。大まかに見れば、体重の 2～３倍として
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よいでしょう。2 倍というのは竿釣りで軟調子の場合、3 倍というのは硬調子の

場合です。縄文時代ですから、当然硬調子の竿でしょうから、3 倍は見なければ

なりません。すると、820×3 で、釣糸には２．４６ｋｇの張力が働くことになり

ます。釣糸に必要な強度は 2.46ｋｇではなく、これに安全率を掛けたものになり

ます。一般の構造計算では、安全率を決めるには荷重の性質などを勘案し長年の

経験と実績に基づいた規準がありますが、釣の場合はそのようなものはありませ

ん。そこで、かつお一本釣、さばのはね釣、まだい釣などのテグスと魚の重量の

関係例を多数集めて、安全率を 3 と推算しました。すると、釣糸に必要な強度(抗
張力といいます)は、2.46×3 で 7.38kg となります。では、抗張力 7.38kg の釣糸

でよいのかというと、まだ不足です。釣糸は必ず結んで使うものです。針に結ぶ、

竿に結ぶは避けられません。結び目を作ることにより、抗張力は落ちます。結節

強度といいますが、５０%の低下はあります。従って、釣糸に必要な抗張力は、

7.38×2 で 14.76kg となります。凡そ１５kg です。表―2 にまとめて表示してあ

ります。 
 

          表―2 まだいの引き力と釣糸 
 

  最小 最大 

体長 33 65

体重(g) 820 2650

引き力(kg) 2.46 7.95

      

結節強度率 0.5 0.5

同上補正 4.92 15.9

      

安全率 3 3

必要抗張力 15 48

 
さて、この抗張力がある糸はどのくらいの太さでしょうか。漁具材料の部門ではそ

れなりのデータがあります。糸(網糸)の抗張力と直径には、次のような関係があり

ます。 
             抗張力＝K×(直径)^2 
 K は、常数で材料繊維、撚、構成などで違います。このような測定は大正時代に

入ってからのものですが、かなりの種類について測定例があります。この場合に当

てはまりそうな材料繊維について、K と表―2 で算出した抗張力に必要な直径を示

したものが表―3 です。ミゴ縄というのは上質な「わら」、シナ皮というのはシナ
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の木の幹から採る繊維です。綿糸、麻は後代のものですが、参考資料です。これら

の天然繊維は濡れた場合は、乾燥時より強くなる性質がありますから、湿時の K
を使っています。 

 
表―3 繊維別必要直径 

 
    抗張力 15kg に 抗張力 48kg に 

材料 k(湿時) 必要な直径(mm) 必要な直径(mm) 

藤皮 0.55 5.2 9.3  

ミゴ縄 1 3.9 6.9  

棕櫚 2 2.7 4.9  

シナ皮 1.6 3.1 5.5  

綿糸 4 1.9 3.5  

麻縄 6 1.6 2.8  

  
 体長３３㎝のまだいを釣り上げるためには、3～５mm の太さの釣糸が必要なこ

とになります。３ｍｍの太さというと、身近なものでは針金ハンガーの針金と同程

度のものです。しかし、表―3 の数値は曲がりなりにも工場製品で、手作りのもの

は、撚、構成などでかなりな差がある筈です。それに目をつぶったとしてもこの太

さの糸で、まだいが食い付いたかが問題です。現代のまだい一本釣(職漁)を見てみ

ましょう。広く行われていますが、ハリスは 3 号(直径 0.28ｍｍ)、6 号(直径 0.40
ｍｍ) 、15 号(直径 0.66ｍｍ)の範囲です。これは、漁法にもよりますが、漁場の

深さにもより、浅いほど太い糸を使う傾向があります。これでは比較すると、縄文

の釣り人の使う３ｍｍの糸ではあまり期待できません。昔の魚はスレてないといっ

ても、魚の習性は一万年程度で変わる訳がありません。魚の量が格段に多かったこ

とは確かですが、この差は乗り越えられないのではないかと思います。しかも、で

す。釣をするときに最少の魚を念頭に置いて道具を選ぶことはあり得ません。最大、

４８cm でも耐えるものでないと、漁場に出ません。すると、常用で直径５ｍｍ以

上の糸を使っていたことになります。ますます食い付き難いことになります。どう

も天然繊維では無理があるようです。 
 最古の釣針は北欧で出土していて、そこでは釣糸に動物の腱を使っていたとの記

載もあります。日本の釣針も北方由来とも言われていますから、腱の使用もあり得

ますが、動物の分布から見て実際には無かったと思います。”動物の毛、例えば馬

の毛などがあるじゃないか”とお思いでしょうが、馬の毛などは 1 本の抗張力が約

２００g、１５kg を確保するには 75 本も必要で、これでは馬も痛がるし、うまく

ないでしょう。 
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 竿釣が駄目でも一本釣の可能性はどうでしょう。魚がいくら引いても、糸を繰り

出して力をたわめて、最終的には釣り上げることが出来るとも思えます。しかし、

糸を繰り出すところが曲者で、まだいが針係りして走り出すと、１０m 位は軽く

走ります。その先、どれだけ走るか判りません。ですから、相当量の釣糸を準備し

ていないと対応できないことになります。縄文時代、２０m 以上の連続糸が準備

できたとは思えません。しかも、手撚りでそれだけのものを作ると、強度ムラが出

来たりして実用には問題が多いと思います。 
 結局のところ、貝塚から出土する釣針ですべの魚をて獲っていたと考えること 
には、無理があり、慎重で無ければならないと思います。 
 蛇足ながら、表―３で麻の強さが際立っています。弥生時代になると麻の栽培 
が始まり、一般に使用されるようになります。おそらく、釣糸にも使われはじめ 
たでしょうが、大きな技術改革になったのではないでしょうか。稲作の導入が大 
きな技術改革だったことは言うまでもありませんが、麻糸の使用は漁業技術上で 
特記されるべき事ではないか、と愚考する次第です。 

 
2 釣針の強さ 

釣針そのものについても検討してみました。日本で出土する釣針は鹿角製のも

のが多く、木、石、動物の牙、歯、人骨などがある外国の例からすると違う点だ

そうです。地域で手に入る硬質な材料ということでしょう。この釣針に魚が掛か

る訳ですが、掛かって引いている状態を単純化するとフックに物がぶら下がって

いる状態を想定することが出来ます。更に単純化すると、一端を固定した棒の端

に荷重を掛けた状態になります。機械工学などでいう片持梁(かたもちはり)です。

多少単純化しすぎた嫌いはありますが、的外れではないと思います。釣針の例と

して、図―1 の右側の針を取り上げます。鹿角製、ふところ幅１６ｍｍ、材料の

直径５ｍｍです。この針に表―2 の魚の引き力から作用加重を求め(結節強度を勘

案する必要がないので半分になる)7.５kg、28kg が作用した場合の応力を計算し、

表―4 に示しました。 
 

表―4 釣針に働く応力 
荷重 p ㎏ 7.5 24 

梁の長さ l cm 1   

断面直径 d cm 0.5  

慣性モーメント I   0.00306   

断面係数 Z   0.01228   

断面の曲げモーメント M   15   
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算出最大応力 σ ㎏ 611 1955 

 
モーメントだとか断面係数だとか言葉が並んでいますが無視して、算出最大応力に

注目して下さい。これに耐えられる材料が必要ということです。 
  鹿角の引張り強さなどは測定例が見当たりません。木材で最強の赤樫が 1,800

㎏/㎝^2、金属のアルミニウムで 1000 ㎏/㎝^2 ですから、３３㎝のまだいは大丈夫

としても、６５㎝は到底無理でしょう。実際には、このような硬質の材料は、魚の

引きのように衝撃のある加重には弱いので、安全をみる必要があるのです。これで

はギリギリの強度だということになり、実用には不安があります。事実、破断する

ことが多かったらしく、縄文晩期になると組合せ式で、針先だけを交換するタイプ

の釣針が盛行するようになります。 
 
3 結び 

結局のところ、縄文時代の貝塚から見付かる魚は釣で獲ったものは少ないと思

います。ではどのようにして獲ったのでしょうか。銛先が数多く見付かっていま

すから、突いて獲ったものが多かったのではないでしょうか。網につける土錘も

多数見付かっていますから、藤など植物の蔓を使った網状のものを併用した追込

み漁などもあったと思います。しかし、土錘の用途についても疑問が無いわけで

はありませんが措いておきます。まぐろなどを沿岸の岸近くで銛、追込みで獲る

など無理と言う方も多いと思います。しかし、数年前のことですが、三浦半島の

先端部で犬の散歩をさせていた人が、波打ち際で暴れているまぐろ(びんながまぐ

ろ)を見付け、棒で叩いて弱らせて獲ったということがありました。同時期、房総

半島の先端部でも同じようなことがありました。後は、言わずもがな縄文時代に

は度々あったと考えることは、自然です。びんなが、かつおは似た習性で、表層

のいわしなどを追いますから、かつおでも同じようなことがあったのではないで

しょうか。まだいは、銛が刺さったままの頭骨も見付かっています。 
 

  
  図―2 銛が刺さったまだい頭骨 
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 おそらく、釣は１kg 以下の小魚を対象として行っていたのでしょう。そして、

それは日常の食料としては重要なものだったのかもしれません。そして、季節、場

所を選んで追込み、銛突きなどで大型魚を獲ったのでしょうが、その機会は少なか

ったものと思います。縄文人の骨には、長期間飢餓状態を示す証拠が見付かる例が

多いとも言われています。推定平均寿命は 15 歳弱だそうです。特に幼年期死亡が

多かったようで、たとえ 15 歳まで生き延びても 30 歳前後で寿命は尽きたと推定

されています。今の基準で言えば飢餓、栄養失調、短命という生活が普通であり、

その中で生き延びるためにあらゆる物を利用し、あらゆる機会を利用したのだと思

います。その中で残された物、技術を正しく評価することが、昔を理解し、そして

今を理解することだと思います。 
                      (平成 19 年 7 月 26 日) 

 
 


