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古き良き丸木船 
三浦 福助 
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 日本の漁船の歴史は、いかだや丸木船から始まります。いかだは、木や竹をを束ねただ

けの物でしょうから、残り難いので遺物としての出土は無く、具体的なことは何も判りま

せん。 
今のところ最古の丸木船は、約 5500 年前の縄文時代の遺跡である福井県鳥浜貝塚で見

付かったもので材料は杉、次いで千葉県加茂遺跡(南房総市)出土で材料は椋だそうです。

全国で縄文期の丸木舟の出土は 100 数例とも云われますが、これまでの発掘調査によれ

ば、もっとも丸木舟の出土が多かったのは千葉県、特に九十九里浜沿岸の中小河川流域だ

そうです。 
 

 
図－1 縄文時代の丸木舟（想像図） 

 
さて、その丸木舟ですが、大きなものでは、幅約１m、長さ約４．６m(元の長さは１

０m ほどか）と推定されるものがありますが、多くのものは、針葉樹を石器でくりぬき、

全長約 6ｍ、幅約 0.6ｍ、深さ 0.3ｍ程度です。歴史解説などには「骨から作る道具を骨

角器と言うが、骨角器の釣針も作られ始めた。こうして銛による漁撈だけでなく釣りも行

われたのだが、さらに木をくり抜いた丸木船を使って海に乗り出しては、石錘や土錘を網

に取り付け、網漁法さえ一般化していった。」とか、さらに進んで「丸木舟を操って近海

のマグロなどを取り」などとされています。しかし、本当でしょうか？ 勿論、すべて推

測の話ですから、目くじらを立てることはないとは思いますが、あまりにも大胆過ぎるの

でないか、という気がしています。そこで、多少の検討をしました。 
 
1 丸木船の性能 
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漁船としては、安全な航行と確実な作業性がまず求められますが、そのための要素とし

て、大きく安定性、耐航性、耐久性があり、これらについて検討してみましょう。 
 
(1) 安定性 

 
図－1 丸木船中央横断面 

 安定性について検討してみましょう。図－1 は、丸木舟の横断面を模式的に示したも

ので、重心などは解説されなくても判ると仰るでしょうから、省きます。浮心とは、水

中にある船体部分の重心のことで、浮心は浮力の中心です。乾舷は船体の水面上の高さ、

喫水は船体の水面下の深さです。さて、この丸木舟が傾いた状態を想定してみます。 

 
 

図－2 傾斜想定 
 丸木舟は左側に傾いたので、浮心も左側に移りますから、船全体としては浮力は船体

を右側に回す力として働くことがわかります。それで、船は元の水平に戻る(復原)こと

になるのです。もし、重心位置が非常に高い(例えば、大きい荷物を積んだ)場合は、浮

心が重心の右側になりますから、浮力が船を傾ける方向に働き転覆に至ることになりま

す。丸いままの木材を浮かべた場合は、浮心と重心が一致しますので、復原もしないし、

転覆もしない中立の状態になります。もし、その上に人が跨れば、重心が高くなるので、

たちまち転覆してしまいます。かって古代人がそのような方法で漁をしているという図
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を見たことがありますが、驚いてしまいました。造船設計に当たっては、安定性を計算

するためにより統一的に浮力、重力、それらの位置関係、船体の形などから算出する「メ

タセンタ高さ」という指標を使います。細かいことは省きますが、メタセンタ高さが+
なら復元性あり、0 なら中立、－なら転覆ということになります。 

縄文時代の丸木舟について、全長 6ｍ、幅 60ｃｍ、深さ 30ｃｍ、円弧断面を例とし

て安定性を計算してみました。本来なら船型をすべて把握して数値計算をにより求める

のですが、それは無理なので中央横断面をとって模式的に計算しました。縄文人が乗っ

て漁をしたという想定ですから、乗員は 2 人で、体重は 1 人当たり４５kg としました。

馬鹿に軽いじゃないか、とお思いでしょうが、当時の平均寿命が 15 歳前後、長生きし

ても 30 歳程度という人口構成、人骨には栄養失調の痕跡が多くあるという状況を考え

て想定しました。漁具も積んだでしょうから、全体としてはもっと重くなったかもしれ

ません。中央部の単位長さについて計算し、結果は表－1 に示したとおりです。メタセ

ンタ高さは+になっていますから、転覆することはないでしょう。しかし、ここでは乗

員が座った状態を想定しているのですが、立って作業をした場合はかなり危ない状態に

なると思います。数値そのものについて、判断するために後代の小型の木造伝馬船につ

いて同じように計算した例を表－2 に示しておきました。 
 
表－1 丸木舟の安定計算(円弧断面) 
   空船 実船 

重心位置 (基底よりの高さ) 12.4 17.0 

浮心位置 (基底よりの高さ) 4.7 7.1 

水没部の深さ (喫水) 8.8 11.9 

水没部の幅  42.5 47.9 

水没部の体積  252.9 399.2 

水面位置の断面二次モーメント 6406.3 9151.7 

C から上向きの Gまでの距離 7.8 10.0 

メタセンタ高さ 17.6 13.0 

 
表－2 小型木造伝馬船の計算例 
   空船 実船 

重心位置 (基底よりの高さ) 12.1 118.0 

浮心位置 (基底よりの高さ) 1.7 1.1 

水没部の深さ (喫水) 2.1 3.3 

水没部の幅  120 120 

水没部の体積  252.9 399.2 

水面位置の断面二次モーメント 144000 144000 

C から上向きの Gまでの距離 11.1 16.4 

メタセンタ高さ 558.4 344.4 
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これは全長 6ｍ、幅 120ｃｍ、深さ 50ｃｍという木造の伝馬船を例としていますが、

メタセンタ高さで 30 倍程度になっています。もちろん、30 倍安全ということではない

のですが、丸木舟の安定性はかなり低いことは判ると思います。この程度の伝馬船は現

在では地先の採貝採藻程度にしか使えませんから、それより安定性の悪い丸木舟で   

は内湾、入江、湖沼などの平水面での漁業にしか使えなかったと思います。 
しかし、出土した丸木舟は正確な形状が不明なのですが、必ずしも円弧断面(丸底)で 

はなく長方形断面(平底)に近いものもあります。そのほうが安定性は良いはずですから、

技術が進んだのでしょう。長方形断面の場合(長、幅、深さは円弧断面と同じ)について

も計算してみました。結果は表－3 に示したとおりですが、円弧断面と比べてメタセン

タ高さは、空船で 3 倍、実船で 2 倍程度に増えており、安定性はかなり向上していま

す。しかし、伝馬船の例に比べると１０分の 1 程度であり安定性は甚だ劣るといわざ

るを得ません。したがってこのような丸木舟では「海に乗り出して縄、網漁法を行った」

とか「近海でマグロをとった」などという表現は針小棒大、実態とはかけ隔たったもの

だと思います。 
 

表－3 丸木舟の安定計算(長方形断面) 
   空船 実船 

重心位置 (基底よりの高さ) 9.3 14.8 

浮心位置 (基底よりの高さ) 2.7 3.9 

水没部の深さ (喫水) 5.4 7.8 

水没部の幅  60 60 

水没部の体積  322.0 468.3 

水面位置の断面二次モーメント 18000 18000 

C から上向きの Gまでの距離 6.6 10.9 

メタセンタ高さ 49.3 27.5 

 
(2) 耐航性 

 
 これは具他的な指標は無いのですが、例えば乾舷です。船の深さから喫水を引いた

ものが乾舷となります。 
 

表－4 丸木舟、伝馬船の乾舷        単位 ｃｍ 
   空船 実船 

丸木船 （円弧断面） 21.2 18.1 

丸木船 （長方形断面） 24.6 22.2 

伝馬船  47.9 49.7 
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 丸木舟では２０㎝程度の波があると船べりを越えて波が打ち込んでくる恐れがあ

るのです。この程度の波は外洋に面した磯では普通にありますから、ごく凪の日にし

か出漁することは出来ません。前述したように内湾、入江、湖沼では稼働日数は増え

ると思いますが、それでもかなり怖い目に会うことでしょう。ましてや、近海、外洋

などに出漁するとなると、今では到底考えられません。水あかを汲みだすだけで 1
人の手が取られてしまうのではないでしょうか。ましてや、木造ですから割れ目やひ

びからの浸水などもあるでしょう。現代のシーカヤックは丸木舟を彷彿とさせますが

(当たり前です。いわばイヌイットの丸木舟ですから)、カバーを付けて、波の打ち込

みを防いでいます。縄文時代にそのような防水布があったとすれば、この問題は解決

するのです。しかし、当時非常に粗末な布(アンギン)があったことは推測されていま

すが、貴重品であり船などに利用されるはずも無く、防水性も無いものでした。先日、

東京の某国立科学博物館に行き縄文時代の展示を見ましたが、獣皮様のカバーを付け

た丸木舟を操り外洋を航行している図が麗々しく展示してありました。「アッ! 学会

では既にこういうものが知られていたのか・・」とわが身の未熟を嘆き、それでも念

の為、解説員の方を呼んで頂き、ご高説を拝聴しました。その方は「縄文時代にはす

でに丸木舟があり、それを製作する高度な技術があり、外洋を航行していたのだ・・・・」

と講釈してくれました。防水カバーのことを聞きましたところ、「出土例もないし、

証拠もない。これは漫画です」とアッケラカンと答えてくれました。学問は正直が一

番、その態度は良しとしなければなりませんが、その後、博物館の展示がすべて胡散

臭く見えるようになり、入館料を損した気分になったのには困りました。 
 閑話休題、船の長さの問題もあります。当時、木材をどのようにして入手したのか

判りませんが、流木などを使ったのかもしれません。しかし、太い木材ほど入手も困

難ですし、加工も大変です。船としての積載量、安定性を確保するためには、長さを

増やすのが容易な方法だったのでしょう。船の長さが船幅の 7～10 倍というのが普

通です。後代になると、材料入手が難しいので、船体を途中で継いで作るようにもな

りました。波の無いところでは良いのですが、波があると船体が波の山で持ち上げら

れ異常な力が掛かるサギングとかホギングという現象もあります。もちろん、舷側が

長いので、波の打込み量も多いので大変不利になります。 
 
(3) 耐久性 
 
 材料の強度という点で見ると、丸木舟は相当の耐久性が期待できます。丸木舟は近

代まで使われていたのですが、耐用年数は 20 年近くあり木造の伝馬船などの 2 倍近

く使用できたそうです。丸木舟自体は板の厚さが５cm ほどあって、丈夫だったので

しょう。しかし、木船は手入れが必要なのです。ただ浮かべておけば、吸水して船は

重くなるだけでなく、木食い虫が付いて船体に穴を開けます。ふじつぼなどの汚れも

つくので定期的に陸揚げして乾燥、清掃する必要があります。例に挙げた丸木舟につ

いて重量を概算してみると、２００kg 前後になります(比重 0.6)。簡単に陸揚げして
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底掃除が出来る重量ではありません。もちろん、海では潮の干満がありますから、利

用したでしょうが、河川、湖沼では大変だったと思います。しかし、十分な乾燥が出

来るはずも無く、船としての耐用年数はかなり短かったのではないか、と思います。

そのため、丸木舟自体は大変少なく、貴重なものだったような気もします。縄文時代

の総人口は、早期で 2 万人、前期で 10 万人、中期で 26 万人、後期で 16 万人程度だ

そうですが、それほど沢山の丸木舟が在ったと思えません。数千年という時の長さが、

出土例を増やしているのではないかと思います。 
2 丸木船雑考 

   以上、検討してみましたがいくつか気の付いたところがありますので、主なもの 2
件について考えてみました。 

 
(1) 単胴船だけ ？ 

 
丸木舟が 1 隻だけでは安定性に欠けるのですが、何故２隻を横に連結するとか  

アウトリガー(補助浮体具)を使うとかしなかったのでしょうか。勿論、これは後智恵の

話で当時は思い付かなかったのかもしれません。あるいは思い付いても、木を組み合わ

せる技術、資材が無かったこともあると思います。当時は、現在考えるような綱は無く

せいぜい藤蔓などが利用可能だったのでしょうが、強度、耐久性の点で実用にはならな

いと思います。あるいは、あったのかもしれませんが、残っていないのかもしれません。   

しかし、愚考するに無かったのではないかと思います。沖縄では近代までサバニと呼ば

れる刳り舟を漁船として使っていました。通常は単船ですが、南洋方面に遠く出漁する

ときだけは２隻をもやって行くこともあったそうです。縄文人は地先だけを漁場として

いて遠くの漁場に出漁することは無かったのだと思います。丸木舟に制約され、その行

動範囲だけが自分たちの漁場だったのではないかと思います。 
 
(2) 黒曜石の謎 
 

黒曜石という石をご存知だと思います。火山岩で、火山ガラスとも云われ、割れば 

鋭い破片となり、石器時代には刃物、鏃などとして利用していました。日本における黒

曜石の産地は７０ヶ所ほどで、そのうち関東圏では良質なものの産地としては４ヶ所が

知あります。高原山（栃木）・信州（長野）・箱根（神奈川・静岡）・本土から遥か隔

てた海上の神津島です。縄文時代中期には南関東一帯から静岡県浜名湖周辺の遺跡にい

たるまで広範囲に出土し、佐渡でも出土例があります。黒曜石の成分を分析すると産地

が特定できるのだそうですが、出土した黒曜石を分析したところ、栃木産、信州産、箱

根産だけとの予想を覆し、なんと、神津島産の黒曜石もかなりの割合で使っていたこと

が判りました。それも 2 万年ほど前の石も沢山あります。当然誰かが運んできたわけで、

ある学者などは「当時から海を自由に往来し、広域の流通網があった」などと気負って

説明しています。確かに 2 万年ほど前から数千年にわたって神津島から本土に黒曜石が
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大量に運び込まれたことは、紛れもない事実でしょう。「なんだ! 話が違うじゃない

か。丸木舟はせいぜい地先の磯あたりが航行範囲じゃないのか。アーン!  ブツブ

ツ・・・」ということになります。まったく、そのとおりで、伊豆半島の下田からでも

海上５６km、けっして地先といえる距離ではありません。当時は地殻変動で、もっと近

くにあったということがあればよいのですが、そう都合よくはいきません。当然、海上

輸送ですが、名にしおう黒潮分枝を横切っての航海になり、帆は無い時代ですから操縦

不自由ないかだは無理でしょう。やはり丸木舟です。 

近頃、神奈川県厚木市のグループが、古代の夢とロマンを追うと称して縄文時代の丸

木舟を復元し、神津島にわたる冒険を試みました。アウトリガーまでも付けた重さ 300

ｋｇの丸木舟を作り、伊豆半島先端から神津島を目指したのですが、出航後間もなく、

潮に流され海上保安庁のお世話になりました。 

 また、ある学者などは「まだ出土していないが、大型の舟かいかだが在った」とご託

宣をしていますが、その証拠はご当人の脳内にしかないようです。 
 それでは実際はどうだったのでしょうか。類例を探してみましたところ、沖縄、糸満  

の漁師の話がありました。これは伝聞ですが、糸満の漁師はかって黒潮を越えてサバニ

で南洋まで出漁したのですが、当然、風浪との戦いになります。風浪が激しいときには、

なんと!!!、転覆を免れるため自身は命綱を付けて海に飛び込み、舟に掴まり、風浪をや

り過ごしたのだそうです。2,3 時間もすれば収まることが多いので、これを繰り返しな

がら赤道近海まで行ったそうです。なんとも危険で過酷な航海ですが、この方法は父祖

から伝わったものだそうです。糸満といえば追込み網など潜水漁法の本場ですから、海

に飛び込むことに抵抗は少ないでしょうし、それだけの経験と技術もあったのでしょう。

先の冒険のような夢とロマンだけではこの世の荒波を渡れないということの実例かも

しれません。糸満の追込み網といえば、伊豆七島でもかっては同じ漁法が盛行していた

そうですから、当然そのつながりもあります。江戸時代に、西表島で稲を作れとのこと

で、近くの水のある島まで刳り舟で片道 5 時間もかけて通って水田を開墾、耕作した

という話もあります。当時の人たちの厳しい生活が伺われますが、縄文時代は更に過酷

なものだったのではないでしょうか。 
推測するに、最初は 2,3 万年前に遭難した石器時代人が神津島で黒曜石を見つけ、本

土に生還した時、そのことを知らせてから採取の渡航が始まったのでしょう。勿論、大

変な仕事ですが、それだけの見返りがあったはずです。実情についてはよく判らないの

です。例えば、伊豆半島の多くの遺跡から黒曜石が出土するのですが、神津島産が卓越

しています。しかし、箱根、信州(和田峠)などのものもあります。海路の危険を冒して

神津島まで行くより陸路をたどり箱根、信州に行くほうが楽な気もします。後代に出来

た山道を想定してはいけないのですが、それでも陸路は楽だと思います。もちろん、使

用者と採集者とは別だったかもしれません。いずれにしても今後の発見が待たれるとこ

ろです。以上 私見を開陳しましたが、いくらかでも真実に迫っていることを願ってい

ます。 
 



 8

3 結び 
 

縄文時代に始まる日本の丸木舟は、その後の準構造船(舷などを別材で作りつけたも

の)構造船(船底、舷側などは板で造り、これを組み合わせたもの。現行の形)という

構造の発展の基礎となりました。そして、いつの間にか姿を消してしまったのです、

ということになると思うのですが、どっこい、そうはいきません。明治 24 年に農

商務省が行った調査によると、6,251 隻の丸木舟が漁船として使用されていたそう

です。遣唐使船、安宅丸、北前船など人目を曳く大船の陰で、全国で活躍し漁業を

支え続けてきたのです。この無骨、鈍重で頑丈な丸木舟が果たした役割を正しく理

解し、漁業の発展にどのように係ったのかを知ることが、我々自身のためにも必要

なことだと思います。 
                        (平成 19 年 9 月 10 日) 


