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群馬に見る“古代の朱”

群馬県富岡市下丹生/丹生神社内残土の下から浮きでた朱

“朱”
、この“朱”との私の出会いは、昨年 2005 年の 8 月のある日の出来事に遡ります。その
日、家族との車でのドライブの帰り、時間があったので、群馬県の“古代の朱産地“を急に訪ね
る事を思い立ちました。松田壽男氏の『古代の朱』の中にその場所がリストアップされていたの
で、群馬方面に行く機会があれば、その地を訪ねて見たいと以前から思っていたのです。しかし、
その時は、その本を持っていなかったので、記憶を頼りに道に迷いつつドライブを続け結果、行
きついた先は「若子持神社」という小さな神社でした。夏の暑い盛りで、一通り神社を見ると、
休憩がてら、ざる蕎麦でも食べようと神社横の蕎麦屋に入った際、地元の人に話しかけると、こ
の辺は子持村北牧と呼ばれ、昔の三国街道沿いにあって、旧くは鍛冶下戸(かじげと)と呼ばれた所
だと教えてくれました。更に、この近くに古墳が有ると道路案内に出ていたとその場所を聞きま
すと、今、行った神社のすぐ横の丘上に”中ノ峯古墳“があるとの返事です。

その古墳は、大きさ直径 9 メートルで高さは 70 センチ程、側部に石室の入り口が有り、中を伺
う事が出来ます。説明板には、6 世紀中ごろに築かれ末まで使用されたもので、中には人骨 5 体
と銀製飾金具・太刀・鉄鏃や勾玉・須恵器横瓶等が出土したと
ありましたが、無論、今はそれらを見ることは出来ません。
その古墳の石室を見てから、上斜面に続くこんにゃく畑を登り、
ふと足元を見ると、何と、そのこんにゃく畑の表土が鮮やかな赤
色で彩られていたのです。そして、その赤い表土は、なだらかに
続く丘上のこんにゃく畑一帯を覆っていたのです。
右及び上写真は、そのこんにゃく畑の様子を写したものですが、
残念ながら、その時はカメラを持っていなかったので、その時に
撮ったものではありません。写真は、1 ヶ月程後、再び行って写
した時のものですが、その時は既に雨で洗われており、かすかに
赤みがかった表土は識別できますが、真っ赤に覆われていたあの
夏の状況は見られませんでした。唯、右下の写真が、その時に拾
った 2 個の土塊で、一帯の表土がこのような見事な赤色で覆われ
ていたのです。
そう、道に迷って行き着いた場所は、幸運にも“古代の朱産地”
で、中ノ峯古墳の古代人は、その傍で静かに眠っていたのでした。
表土に浮きでた朱？
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（と思ったのは一人合点で、その赤い表土は蒟蒻を消毒したすぐ
後を訪ねた故の農薬が畑の表土を覆った光景だった、と後で思い
至った訳ですが、
、ともあれ、それが私の朱との始まりでした。
）
さて、その若子持神社自体は、右上写真からも解るように、ど
こにでもあるような小さな素朴な神社です。が、その神社の横に
ある古墳から北北東になだらかな丘陵を 2-3 キロも登っていくと、
丘陵の森深く奥まった所に「子持神社」があります。若子持神社

若子持神社

と子持神社は、
“若”の字が付くか付かないかですが、子持神社は
若子持神社と較べものにならないくらい大きくて荘厳な神社でし
た。説明版には、創建は崇神或いは嵯峨の頃とも言われ、又、
やまとたけるのみこと

こ の は な さ く や ひめのみこと

日本武尊 が 木花開耶 姫 命 と 7 神をここで待って落ち合い、蝦
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夷征伐に行ったとの言い伝えが残っていると有り、又、｢上野国
神名帳｣にはこの神社が従 5 位下の格と記されていると有ります。
何故にこんな奥まった所にあるのかと不思議に思わずにはい
られないようなりっぱな神社でしたが、近くの丘陵で朱砂と繋が

子持神社

りがあるように感じられる赤っぽい土が見受けられますし、松田氏の指摘する古代の朱産地がこ
の辺なので、この神社を創建し祀った人々は、この山間の地で朱を採取する事で栄えた人々であ
ったであろうと推測するのもあながち見当はずれでないかもしれません。しかも、地元の人に依
れば、沼田の方にもこのように赤くなっている所があるとの事でしたので、とすれば、ここが“古
代の朱産地”の一つの産地で、
「若子持」の“若子”は産銅/産鉄の氏族である伊福部氏第 20 代の
「若子臣」に纏わる名前から来ているものかも知れません。
ところで、
“朱”とは何でしょうか。
松田壽男氏は、
『古代の朱』の中で、朱とは硫化水銀の事を言い、朱と金は石器時代の人々が(銅
や鉄より前に)最初に知った金属だっだと述べ、中でも水銀は、縄文時代以降、その時代の生活に
密着していた金属であったと指摘し、朱は、
“辰砂”とも“丹砂”とも呼ばれたと述べています。
卑弥呼の時代である 3 世紀の日本を記している魏志倭人伝には、
『倭地温暖、冬夏食生菜、皆徒
跣、有屋室、父母兄弟臥息異処、以朱丹塗其身体、如中国用粉也』とあり、当時の倭人について
夏冬問わず生野菜を食し、はだしで、屋根ある家屋に住み、父母兄弟は寝所を別にして寝て、体
に丹朱を塗る風習を持つと書いています。この“朱丹”とは、前回のレポートでも紹介したよう
に、赤色の鉱物顔料を指しますが、朱と丹は原料が違い、その色合いは異なり用途も異なってい
ました。倭人伝の“朱丹”の表記は赤色顔料を唯単に述べたものとの解釈もありますが、当時の
中国に於いては(水銀)朱を指したとする見解が妥当です。
前回のレポートでも書きましたが、その朱や丹の違いを表にすると、次表となります。
色

古代の呼称

水銀系のアカ

朱砂(辰砂・丹砂)

硫化水銀

朱色

真赭(まほそ)

鉄系のアカ

ベンガラ

酸化第二鉄

やや黒ずんで紫色に近い

赭(ほそ)

鉛系のアカ

鉛丹(黄丹)

赤と黄の中間色(ミカン色)

丹

四酸化鉛
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ちなみに、神社に行った際に、柱の朱塗りの色の違いを目にしますが、その色の違いは、塗る
原料が、上表のように異なる事によるものです。
それはさておき、倭人伝に述べてある事柄から、その権力の及んだ地域に丹の出る所があった
事を知ると共に、朱丹を体に文身する風習がある事が解ります。
その記述を石原道博氏の現代語訳で抜き書きしてみますと、
『男子は大小の区別なく、みな顔や
体に文身する。
、
、、いま倭の水人は、好んでもぐって魚や蛤(はまぐり)を捕え、体に文身して大魚
や水禽の危害をはらう。のちに文身は飾りとなる。諸国の文身はおのおの異なり、あるいは左に、
あるいは右に、あるいは大きく、あるいは小さく、身分の上下によって差がある。』とあります。
宮本常一氏は、
『日本文化の形成』等の著作において、この“文身”を｢いれずみ｣と訳し、この
施朱の風習は、まず、戦国時代(紀元前 5-3 世紀)に、中国の広東・西江地域の“越人”が、北上し
ながら朝鮮を経て日本にたどり着いたとのルートを想起した上で、その越人がもたらした漁労・
稲作・高床住居・筏舟等をキー項目とした文化が南朝鮮・北九州に“倭人圏”を形成した過程で
生まれた、越にオリジンを持つ、倭人特有の習俗だったとしています。
文身を｢いれずみ｣と訳すと、今のタトゥ(Tattoo）を思い浮かべてしまいますが、そうでは無く、
市毛勲氏は文身を｢身体に朱丹を塗る行為｣（
『朱の考古学』
）であったとしています。
では、当時の先進国であったお隣りの中国では、朱を、どのように使い、いつ頃から知ってい
たのでしょうか。
『古代中国人は水銀を薬用として使っていた。最近の日本
人は、水銀を頭から毒物ときめてかかって、水銀と聞くと
ふるえあがる。これは水銀に有機水銀と無機水銀とが存在
する事に気づかないからだ。なるほど有機水銀は毒性が強
い。しかし、無機水銀は朱砂から蒸留するときのガスが人
体に悪い。水銀鉱山で長く朱砂を採掘している人たちは骨
ガラミのような症状を呈する。それは毎日鉱坑にはいって、
朱砂からのガスを知らず知らずに呼吸しているためで、治
療法は考案されていると聞く。しかし朱砂は、それ自体を
適量に用いると新陳代謝をすすめる。つまり悪い細胞を殺
して、新しい細胞を増やすことになる。そのことが水銀を
不老長寿の薬とするゆえんであろう。だから中国ではこれ
を丹薬と呼んで、むかしから道士の秘薬となっていた。』
(『古代の朱』)と松田氏は書いています。当時の中国では、
水銀は他の鉱薬の中でも最上位の上薬として扱われまし

中国産の“辰砂 Cinnabar”赤い所が
水銀 (中国産ではこのような“結晶”
となって出るが、日本産はこの形状
では採掘されない。）
写真：ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ『 ｼﾝﾅﾊﾞｰ水晶館』ﾖﾘ

た。水銀は、秦の始皇帝が生前、西安に作った墓に多量に使った事で、紀元前 3 世紀に、既に、
その水銀の知識が中国にあった事を知る事が出来ます。
以下の文章は、
“兵馬俑”として知られる始皇帝の墓について解説したあるﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの抜粋です。
当時の中国の国力と文化水準がどのようなものであったかを理解するのに格好の文章ですので、
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引用しますと、、、
『秦(BC221－210)の始皇帝陵の土台の部分は四角形に近い形をし、斗をかぶせた格好で、土を
つき固めて築造した。陵の高さは 76m もあったが、いまはその跡しか残っていない。陵墓の地下
宮殿の真中は秦の始皇帝の柩を納めるところである。陵墓の周りには副葬墓などの墓が 400 以上
あり、その面積は 55.25km2もある。主な副葬坑は、銅車馬坑、珍禽異獣坑、馬厩坑および兵馬俑
坑などがある。これまでに 5 万余点の重要な歴史文物が出土した。1980 年に発掘されて出土した
2 台 1 組の大型の彩色の絵が描いてある銅車馬は、これまで中国で発見された中で最も大きく、
装飾が最も綺麗で、構造や車に馬をつなぐ様子が真に迫り、最も整った古代の銅車馬である。
兵馬俑坑は、秦の始皇帝陵の東に 1.5km のところにあり、1974 年、農民が井戸を掘る時に偶
然発見したものである。俑坑は全部で 3 つあり、そのうち 1 号坑の面積は 14,260m2もあり、その
中に実物大の陶俑と陶馬約 6,000 体が埋められており、いままでに武士俑 1,000 余体、戦車 8 両、
陶馬 32 匹が出土した。2 号坑の面積は約 6,000m2、陶俑と陶馬は合わせて 1,300 余体あり、ほか
に戦車が 89 両あり、歩兵、騎兵、戦車など 3 兵種が混合して編成された曲陣で、内容は 1 号坑よ
り豊富で、秦俑の精華が集中しているところである。3 号坑の面積は約 376.64m2、地下の大軍を
統帥する指揮部で、武士俑 68 体、戦車 1 両、陶馬 4 匹ある。この軍陣の配列は、全体として秦国
の軍隊編成の縮図である。
司馬遷の史記によれば、秦始皇帝の地下宮殿は、地下深く穴を掘り、銅を敷き、棺桶を納めら
れる構造にされた。また百官や珍宝が辺りを満たし、盗掘を防ぐため矢を飛ばす装置が設けられ
た。天井には、太陽、月などの天文図が描かれ、底には水銀で川や海を造り、魚類の脂を使った
蝋燭台で墓室を照らしたという。1962 年から行われた調査でも、水銀で造られた川や海の存在が
確認されている。』(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ『中青旅控股股份有限公司』）とあり、水銀が大量に使われていた
事が判明しており、これは、防腐剤として、或いは墓を暴かれた際の盗掘対策の一環として使わ
れたとする説が一般です。
このように、中国では朱(水銀)を古くから防腐剤として、
「不老不死の薬」として、或いは、
“心
を安らげ、心臓を鎮静化”し、
“体の浄化と病の根絶”に利くものとして使いました。その薬とし
ての効用については、次のような適応症があげられます。
鎮静・催眠・坑不安作用を促し、不眠・眩暈・癇癪・多夢
に効き、動悸・躁状態を鎮める精神安定剤として、又、熱性
痙攣や解熱剤などにも用いられました。次に、寄生性皮膚疾
患にも効果があり、疥瘙・痂傷・白禿を治し、又、虫を殺し
ますので、蚤・シラミ取りに重宝されました。更に、口内炎
や咽喉部の疼痛にも効果があるとされました。この朱(水銀)の
特殊な用法としては、堕胎を促す薬として使われましたし、

富岡市/丹生神社残土から浮き出た朱

気力を増す効果から、眼力を強くしたり、回春剤としての
“催生立に通ずる”薬としても用いられました。又、金銀銅錫の毒を消す薬としても使用されました。
このように、薬としての認識が広く知れ渡っていた訳ですが、こうした薬の既往症への探求は、
秦の時代、そして次の漢の時代には、道教との関わりの中で、朱に代表される金属が“不老不死
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の薬”として求められました。
わ いなんおう

例えば、漢の武帝の時代(B.C.100 年頃)には，准 南王 に
りゅうあん

留安 という人がいて、この人は魔術(仙術)を好み，いわゆ
EA

る錬金術を行なっていたという記録があります。
『泥のよ
きん

うなものを煮て 金 にかえ，鉛から銀をつくることをしたと
いう。』とあり、その不老不死の探求は、
『中国古代での煉
丹術の意味は不老不死である。漢の武帝に方士・李少君の
上奏文に、竈を祀れば鬼神を呼ぶことができる。鬼神を呼
べば、丹砂を黄金に変えることができる。その黄金を食器

富岡市/丹生神社裏にて：朱原石？

とすれば寿命が延びる。さすれば海中の蓬莱山の仙人にも
会える。仙人に会って封禅の祭りを行なえば不死が得られ
る。鬼神とは、天神地祇を指し、これは竈の神を祀ること
が斎戒儀礼となり、鬼神を呼び寄せることになる。煉丹術
とは、錬金術を言う。水銀と他の金属とのアマルガムを作
り、金を採取することを言う。金は朽ちることのない、水
銀は変化する。この二種の金属を飲んで、人の身体を煉る
ことで、不老不死を得る事を言うこと。
（抱朴子金丹篇）
』
(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ水銀・丹生の民族抄) と述べて、煉丹術/錬金術に

同丹生神社裏の泥土

その骨子があったとしています。
このような秦・漢時代の“究極の不老不死薬“へのあくなき希求は、
“蓬莱山”を目指しての、秦
の始皇帝による徐福の東海の国への派遣につながります。
既に見たように、秦の時代の中国を考えれば、朱の知識を当然もっていたと思われる徐福の一
行が、日本の歴史区分で云う縄文時代から弥生時代に移行する“端境期”とされる紀元前 3 世紀
に“蓬莱山”を目指して旅立った記録が中国の史書に残されています。史書では、徐福はその薬
を求めえず、一度始皇帝の元に戻り、次には千余人の人々を引き連れて、又、東のかなたに旅立
った事が書かれ、その一方で、日本にはその徐福が来た(たどり着いた)という伝承のある地が南は
串木野から北は青森まで、主な所だけでも 30 ヶ所程有るのです。この事は、徐福とその一行が日
本にたどりついた伝承だけに留まらず、その持って来た文化を日本に伝え、それが古代日本で大
きな力となった可能性が大いにあったと思われますが、それは、
“ロマン”として語られても、具
体的な史実としては捉えられていません。
日本の国土の 7 割は山と森林に覆われているとかって教科書で習った訳ですが、しかし、21 世
紀の現代日本に住む私達は、
“遠くまで見渡せる拓けた地平”での“管理された清潔な空間”に生
きており、歴史を視る眼も、往々にして、その現代の意識に立った、現代からの眼で無意識に昔
を見てしまいます。
しかし、往古の日本の原風景は、見渡す限り、行けども行けども、原生林の森と草木に覆われ
た原野で、そこには狼・熊と言った野獣や蛇や蛭に至るいろんな生物がうごめく“全く人の手が
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加えられていない世界”でした。つまり、現代の空間を“日のあたる陽の空間”とすれば、古代
は、全く逆の、
“日のあたらない陰の空間”だったのです。
その日本の原野の様を理解するには、『照葉樹林文化』(中公新書)を読んでみると、その世界が
よくイメージ出来ます。吉良氏は、日本の照葉樹林についてこう語っています。
『、
、
、
、
。たとえば奈良の春日山の奥山回遊道路にとりかこまれているまん中が照葉樹林ですね。
あの中に入ってみるとわかりますが、冬なんか妙な気がしますよ。冬でも葉がおちてない。全部
グリーンで、下ばえまで真冬でもこい緑色だ。ぼくらは、照葉樹林でも仕事をすることが多いの
ですが、ブナ林帯だと昼めしを食うのが楽しいけれども、照葉樹林帯ではあまり楽しくないので
すよ。尻の下がジクッと湿っていて、コケがはえていて、暗くて日はさしこんでこないし、何と
なく猥雑な感じがする。猥雑という表現には根拠があるんです。たとえばツルが非常に多い。フ
ジとかカズラのたぐいがたくさんあります。ツルが多いのは熱帯の森林の特徴と言われているん
ですが、その性質がそのまま照葉樹林まできているんです。奈良の奥山でも、かなり太いフジづ
るが大蛇みたいに下がってますからね。そういうのはブナ林までいくとあまり見られない。照葉
樹林までです。木や幹や枝にくっついている着生植物もそうです。そういうものが多くて、木が
倒れていれば、みんなブヨブヨに腐って水を含んで、土にコケが生えている。そういうものが集
まって、ながめに猥雑な感じをあたえて楽しくない。ある圧迫さえ感じます。
、、山ビルがいます
しね。
、
、ブナ林は、春には新緑がもえて、そのときだけ下に光が入りますから、地面にきれいな
草花が咲いている明るい感じがする。夏だって葉がうすくて多くないから明るいです。それにひ
きくらべて、照葉樹林はほんとうに陰鬱な感じだ。生産力の高い土地ですけれども、この森林を
開拓して耕地に変えようという気をおこした連中はえらいと思いますね。一歩からいうと、そう
いう気をおこした人間は、南方系ではなかっただろうかという疑いを持ちたくなる。熱帯の森林
なら似たようなものですからね。湿潤で、あったかくて、植物が人間を圧倒するように生えてい
るところ、それが熱帯から照葉樹林までだと思うんです。
』
このように語り、日本の照葉樹林に覆われた原野は、決して“居心地のよい”空間でなく、太
陽の光は森が無い所しか届かない(東日本は落葉樹林帯なので、冬には空間が広がりますが、)空間
を指摘しています。そうです。今の私達が無意識に想像してしまう空間は、明るい陽光の光の下
で、所々に森や林がある大地空間ですが、それは人間による開拓の結果であって、古代は、その
逆だったはずです。つまり、大地空間はどこにいっても見渡す限りの原野で、うっそうとした木々
や草木に覆われた手つかずの空間でした。
次の挿話は、谷川健一氏の『女の風土記』にある、明治に入って十勝原野の開拓に従事した鈴
木カネ氏の事を書いた“荒野に咲く”の抜粋です。この小編から、百年ほど前にあった日常生活
の有り様をかいま見る事ができます。それは、今の日本の私達が全く忘れてしまった世界です。
十勝開拓は困難をきわめ、農作物が野獣に襲われたり、バッタの被害にあっており、鈴木カネ
氏はその当時の生活を回顧して、次のように述べています。
『もっとも困ったのは毒虫類で、アブ、カ、ブヨなどに二十年間苦しめられました。それも雪
がとけるとすぐから十一月のはじめまで半年以上つづくのです。私どもは布をかぶり、目だけは
柳の枝で野球用のマスクのようなものをつくって、それをカヤ布につつんで顔にあて、すこしの
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すきまもなくからだをおおったのです。家にはいるときは騒ぎなもので、まずヨモギなど折って
身体じゅうの虫を払い落としながら家にとびこみ、寸時をあらそって虫のついているヨモギを炉
火に投げて焼き殺すので、いまの人にはちょっと想像できない実情でございました。
』
この話を読むと、自分が福岡県直方市の郊外で住んでいた頃の、つい 50 年程前の夏のある光景
を思い出します。それは、夏の夜の街灯に集まった何百何千の虫の乱舞で、電燈の明りが暗く翳
って見えるほどの密度でした。当時はそれを特別の事と思わなかった程、夏の夜の当たり前の光
景でした。そして、屋内では、夜風を遮る蚊帳の中で暑さにうだりつつ蚊取り線香の香りにむせ
ながら汗をかきつつ寝ていたのです。そうした“自然”は、つい 50-60 年ほど前の日本ではあり
こえたご

ふれた光景だったのに、今は、どこに行っても、驚くほど虫類は少なくなり、肥担 に代表される
人糞の土壺の風景はいつのまにか消えてしまい、古代を見る眼も、現代の“クリーン”な視点で
見てしまっている自分に気づかされます。
しかし、次の挿話は、こうした“クリーン”さは、つい百年程前の日本では、決してあたりま
えでなかった事を、改めて確認させてくれます。
それは、イザベラ・バード夫人の『日本奥地紀行』で、夫人は明治 11 年 5 月に始めて来日する
とすぐに通訳を伴い、東京を基点に東北及び北海道を梅雨期の 6 月から 3 ヶ月余の旅をし、その
記録を残していますが、その中で、泊まった先々で虫類に苦しめられた旅を綴った日記です。
『私は(旅館の)部屋に落ちつき書きものをはじめたが、まもなく無数の蚤が出てきたので、軒下
の縁側に逃げ出した。ちょうどハマトビムシが砂浜からとび出してくるように、蚤は畳からとび
出てくるのであった。ところが縁側でも、蚤は私の手紙にとび上がってきた。』『暗くなると、甲
虫、くも、わらじ虫が私の部屋に出てきてばか騒ぎをやるのであった。同じ家の中に馬がいるの
で、たくさんの馬蝿がいた。私は携帯用ベッドに虫とり粉をまいたが、毛布を床の上に１分間も
置くと、蚤がたかってきて眠ることができなかった。』と、何度何度も蚤や虫類に苦しめられ事を
述べ、又、新潟の項では、新潟を美しい繁華な町と書いていますが、それでも、
『夕方になっても
涼しくならず、無数の主が、飛んだり這ったり、はねたり、走ったりする。みな人の肌を刺すも
のばかり。日中の蚊と交代にやってくる。まだらの脚を持つ悪者で、ブンブンという警告もたて
ずに、人間に毒針を刺す。夜の蚊は大群をなしてってくる。
』と蚊や虫に悩まされた様を書き、
『見
るもいたましいのは、疥癬(かいせん)、しらくも頭、たむし、ただれ目、不健康そうな発疹など嫌
な病気が蔓延していることである。村人たちの 30％は、天然痘のひどい痕を残している。』と記
して、天然痘を含む疾病があった当時を記録しています。
そうです、縄文・弥生時代の生活空間は、太陽の光が原野に遮られ、道はと云えば、草木が生
い茂った森や林を抜ける“けもの道”を人が歩く程度で、光が比較的あたるのは、河川沿いの空
間か、或いは周りに火を付けて焼き払って得られる程度の空間で、その空間でさえ熊や狼等の野
獣に脅かされつつ又食物の対象であり、小生物でも、蛇や鼠、蜘蛛・昆虫類から蚤・虱、蝿・蚊、
ダニに至るあらゆるインセクトと共にする生活空間に居住し、お互いが“共存”していたのです。
そして、梅雨や暑い夏には、食べ物は 2-3 日も置けば微生物の働きによってカビたり腐ったり
して、すぐに食べられなくなりました。水はと云えば、湧水であればともかく、河川の水は日照
りや風雨等自然状況に依って水質は変わり、又、生物有廃物も混入し清潔とは限りませんでした。
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従って、太古、人が住み始めるには、木々や草に光を遮られずに一定の空間が得られ易く、飲
み水が得られ、食べ物が比較的豊富に得られる場所で、そして、それに加えて、獣虫害に犯され
にくい、清潔で安全な場所を必死になって見つけようとしたはずです。
しかも、その時代、住まいを作る木々を得る作業ひとつ、付近の草木を刈る作業ひとつをとっ
ても、縄文時代では主として磨製石器しかなく、弥生時代に至ってさえも、充分な量と質の数銅/
鉄製の鎌/刀は無かったのですから、原野を切り拓き、光を集落単位であおげる“空間”を得る事
は、今からでは考えもつかない大変な苦労でした。
こうした生活空間において、縄文時代の古代人は“朱”を、唯単に、身体に塗る施朱としての
顔料や不老不死の薬としてだけに使っただけではなく、あらゆる用途に効く“万能物”として用
いました。
何故なら、古代人は、現代の私達よりはるかに詳しく草木や自然界の珍物(例えば竜骨)の効能を
知り使っており、草木を薬草に使いましたし、鉱物では硫黄や石灰等もいろいろな用途に使いま
した。が、しかし、
“朱”は当時の人々の生活にとって、とりわけ有用なものだったのです。
朱さえあれば、顔や手足に塗れば虫除けになりました。家屋に塗れば防腐剤になりました。殺
菌剤としても有効でした。病気の時にも、虫刺され、虫下し、熱冷まし、しらくもや潰瘍に効果
がありましたし、口内炎にも効きました。疲れた時の疲労回復、眼力の強化、精神の幻覚の難病、
堕胎、いろいろな病や処方に使われました。又、蚤や虱の除去にも有効でした。
それにもまして、朱の含まれた土地では虫が寄りつきにくかったので、居住空間としては何に
も替えがたい土地でしたし、作物を作る田畑としても格好の場所だったのです。ここに住む限り、
蚤や虱からイナゴ・鼠・蛇等に至る虫類に悩まされる頻度が減り、作物の安定した収穫・確保が
望めました。作物の保存にあたっても防腐の面や防虫の面で重宝したはずです。
斎藤きいち氏のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ『丹後の地名』は、朱に関する丹後地方の軌跡を丹念に追った力作で
すが、その中で氏は、
『金峰神社の境内の土を頂いて帰り、田に撒くと病虫害に冒されないとか、
または境内の木の枝を頂いて田に立てると、虫が直るとかいわれ、皆頂いて帰ったものであるが、
戦後はほとんどお参りする人もなくなった。
、
、
、
、
。天王さんの呪い 天王さんの境内にある樹木の
小枝を持ち帰り、稲田の畔に挿しておくと、病虫害の呪いになると伝えられている。』と書き、朱
がつい最近まで人々の生活に“生きていた事”を指摘しています。
又、朱は、衣服の赤系染料としても使われました。木器には朱漆を塗り、朱墨のように朱色を
着色する着色材としても使われ、塗料としても使われました。この他にも、朱は研磨剤として、
例えば、鏡の表面の磨き剤として使われています。
（辰砂釉と呼ばれる釉薬は銅の化合物との事で
すが、当時は朱が陶器の釉薬として使われた可能性はありえます。）
更に、朱は直接身体に塗ると皮膚疾患をおこす訳ですが、
“おしろい”のように加工して、“化
粧品”として使い、日常の暮らしに彩りを加えました。身体に朱を塗る場合は、その塗り方で身
分の違いや出身を示すサインとなっていたのは魏志倭人伝の記載内容でわかります。
又、大事な祈りや祀りの際には身体や供え物に朱を塗りましたし、死者には施朱をして弔いま
した。
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そして、云うまでも無く、朱から取った水銀は、金・銀・銅等の貴金属を得るのに使われまし
た。水銀は金や銀、銅等を溶かし合金となります。これに熱を加えると、水銀が飛散して貴金属
が残りました。
（ちなみに、古墳時代には、渡来人が水銀に溶けた合金を銅/鉄等の金属表面に塗り、
その金属を加熱させる事で水銀を飛散させるメッキ技術をもたらします。
）
又、朱と水銀は、それ自体が、砂金のように交易の場での高価な対価品だったはずです。
この朱や丹は、前回のレポートで見たように、日本では中央構造線帯や黒鉱鉱床地帯が幅広く
縦横に横断している特性から、程度こそあれおおむね日本全土で偏りなく採取されており、松田
寿男氏は古代の朱砂地を訪ね歩き、
『古代の朱』の中で、朱を確認した地点が 365 ヶ所あったとし
ています。
そして、その朱が発生するメカニズムを、
『だいたい水銀はガス状で地殻から吹きあがってくる。
それが岩石の割れ目から地表にあらわれ、土壌のもつ硫黄分と化合して血のような赤色を呈する
わけだ。
』
『水銀は昔｢水がね｣といわれた。その水銀の原鉱が朱砂なのだ。朱砂(まそほ)は赤色の土
壌で、多くの場合は岩石状に塊となっている。あるいは粘土脈や石英脈ないし金・銀・銅などを
含む母岩の割れ目に岩石状になって介在する。その朱砂が表面から汗にように水銀を吹きだす。
水銀はこうして自然水銀として得られるわけだが、別に、朱砂から水銀をとるには、朱砂(硫化水
銀)を熱して水銀を気化させるのである。
』と述べています。
又、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ『ウィキペディア・水銀』の項には、
『自然界では、無機水銀及び有機水銀を処理
して金属状態の水銀に変化させる菌が存在する。この菌は、通称水銀性菌と呼ばれ、水俣病の発
生した地域の土壌から単離された。水銀耐性菌において無機水銀及び有機水銀を金属水銀に代謝
するのは、この菌の産生するタンパク質によるものであることが遺伝子工学的な解析により判明
しており、
、
、、係る遺伝子を利用した、水銀等の重金属による環境汚染の軽減、、、(が)行われてい
る。
』とあります。
又、松田寿男氏は、
『丹生の研究』の中で、
『管子・地数編』に言及し、｢山は、上に赭あれば、
其下に鉄あり。上に鉛あれば、其下に銀あり。上に丹砂あれば、其下に銈金あり。
、、
、｣との一説
を引用し、人は赭(ベンガラ)と鉄を、丹砂と金銀の原鉱石の関連性を古くから経験的に知り、それ
ぞれ結びつけて理解していた事を指摘しています。
では、こうした朱を、古代人は、うっそうとした森に覆われた原野で、どのように見つけたの
でしょうか。
『黄金や朱砂の産地では、今日から考えるとウソのように、あちらこちらに露頭があった。山奥の
露頭部が流水のために削られ、それらが川に運びおろされて、川床の水速がゆるむ部分に堆積する。
金属であるだけに、比重が重かったのが、そのおもな原因であろう。こうして川床のある部分に集ま
りつもった黄金や朱砂がわれわれの祖先の目をひかなかったはずはないであろう。
』
（松田寿男氏『古
代の朱』
）と松田氏は記して、当時、見つける事は容易であったと指摘しています。又、邦光史郎氏
は『朱の伝説』の中で大分の丹生地方には“赤迫の池”と呼ばれる池が有る事や、朱の為に赤く染ま
った丹生川の事を書いており、朱の存在を知る事は難しく無かった事がわかります。
『西南日本を横
に二分する中央構造線が、水銀鉱床の分布と、また丹生の分布とも符合している』(松田壽男氏:『丹
生の研究』)とあるように中央構造線は、東は関東の常陸まで達しています。
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次に、日本に於ける朱に関する考古学上の発見にどのような
ものがあるかを見てみますと、
、
、
中国では、稲作の起源地の一つとされる河姆渡(かぼと)遺跡で、
約 7000 年前の朱漆器椀が出土していますが、日本では 6000 年
程前の朱塗櫛が三引遺跡(石川県)で出土しています。尚、漆を木
器に塗るのは、美しさと木地の保護にあったと思われ、ベンガラ
を漆に混ぜての着色は、もっと昔の約 11500 年間前の、ベンガ
ラ彩色土器が塚原遺跡(宮崎県)から出土しています。
又、弥生時代には辰砂を細かく砕く石皿と石杵が各遺跡から出土

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ“朱漆塗櫛” ﾖﾘ

しています。これは、朱と漆の混合による美しい彩色は、朱を
一定の粒子にしないと出来ない(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ『朱の話』)という理由
から砕く必要が出てきたものか、或いは、細かく砕く事で水銀を
得やすくする理由に依るものか、はたまた、もっと違った理由が
あったものか、朱砂(辰砂)を細かく砕くニーズが出てきます。
石杵(いしぎね)は、若杉山遺跡(徳島県阿南市)の事例が有名で
すが、この他にも全国で約 30 例見つかっており、中でも、二ツ
石戒ノ前遺跡(兵庫県洲本市)からは、弥生時代後期前半(約 2000
年前)の竪穴住居跡から水銀朱のついた石杵が出ており、朱に関心 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ“二ツ石戒ノ前,,,,,,”ﾖﾘ
を持つ人にとって、興味深い事柄です。(右写真)
更に、興味深い事柄は、ここから 300M 南で銅鐸が発掘されています。この石杵については、
『石杵
は辰砂の顆粒を磨りつぶし、精製して水銀朱を生産する専用具』
（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ『二ツ石戒ノ前遺跡発掘調
査成果について』
）としています。しかし、石臼/杵が磨りつぶし/精製する道具であったとして、水銀
朱は、どうやって得られたのでしょうか。
朱の採掘にあたっては、水銀のままで得られた事もあったよう
ですが、一般には辰砂とか朱砂と呼ばれる朱を含有する石が採取
され、それから水銀を取り出す場合には“操作”が必要となりま
す。つまり、朱砂から水銀を取り出すには、採取した朱砂原石を
加熱すれば水銀は得られる事になります。(もちろん、大きい原石
は、砕く必要はありますが、
、
、
）
松田氏は、右写真のような形をした“はそう”と呼ばれる土器
が弥生時代に現れる事から、この“はそう”が、水銀蒸留の専用
土器として使われたと想定しています。何故なら、この“はそう”
の中に朱砂を入れて熱すると朱砂中の水銀は気化し、その気化し

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 大谷女子大学 ﾖﾘ

た空気を水に入れれば、気化水銀は冷えて水銀玉になるからです。この“はそう”は、宮崎県日
田市を始め、ほとんど全国から出土しており、しかも福井市本堂町から出土した“はそう”には、
その内部に朱砂が残留しており、しかも高熱で焼かれ再三使われた跡があった事を松田氏は確認
しています。
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17 世紀の中国の技術書である『天工開物』は水銀を得る過程を次のように記していると松田氏
は続けます。
『およそ水銀を升煉するには、白味がかった品位の低い朱砂を用いる。これを水でこねて縄の
ようにし、とぐろをまかせ、30 斤ごとに一つの釜に入れる。この上に別な一個の釜で蓋をし、そ
の蓋釜の中央には小孔を残し、シックイで塗りかためる。別に弓なりになった曲がった空管をそ
の小孔にとりつけ、末端までその空管に麻縄をビッシリまきつけて、シックイで塗る。炭火が燃
え上がったときに、その空管の末端を水にいれた
壜中にさしこむ。すると釜中の蒸気はすべて水中に導か
れる。10 時間のあいだ焼くと釜中の朱砂はすべて瓶中
で水銀に変わる。』
『二つの土釜を上下から合わせ、そ
れに火熱を加え、生じた蒸気を水中に送りこむところ
に秘訣があり、明らかにエア・リダクションではない
か。｢天工開物｣にはみえていないが、下部の朱砂をい
れた釜には小孔があいていたはずである。それは丹生
大師所蔵の蒸留釜にはハッキリと認められるが、空位
分解に必要な空気孔にほかならない。これから太古に
遡って考えてみると、それこそ考古学で扱っている
“はそう”であろう。』

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 天工開物 ﾖﾘ

しかし、この“はそう”土器については、考古学では、楽器、或いは、穴にそそぎ口のついた
注飲料器とする見解が圧倒的で、朱砂から水銀を得た土器としている見解は、私が幾つかの本を
読んだ限りでは、松田氏の他には見当たらず、
『純度の高い辰砂をもっと多量に、効果的に辰砂か
ら選別するには以上の方法(はじきによる方法)では満足されない』(市毛勲氏『朱の考古学』)とす
る見方もありますが、製塩の場合のように小さな土器をたくさん使って製塩していた事例があり
ますので、松田氏の見解はもっと検討されてよいテーマです。ともあれ、今後の研究と発掘の成
果が待たれます｡
さて、この須恵器土器である“はそう”をもって、朱砂から水銀を取り出す技術が、須恵器土
器と共に日本に始めて伝えられたとするか、或いは、この土器の伝来を待つまでも無く、既に、
別の方法で朱砂から水銀を得ていたについては、水銀の沸点が 356.66℃と高くない事を考慮する
と、例えば、炊事炉の近くにこぼれた朱砂が水銀に変わったとかの偶然から、その変化を知る事
はそう難しい事では無いと思われ、弥生時代、いや場合によっては縄文時代から経験的に解って
いたとしてもおかしくはありません。
群馬には、冒頭に見た“中ノ峯古墳”だけでなく、他にも、古代の朱産地が幾つも有った事が
広く知られています。
松田氏は『丹生の研究』の中で、
『鈴鹿・伊吹以東を“東日本”としてとりあげる(事は)、
、東海
道と東山道とにわたる丹生の吟味にほかならない(が)、この場合に、
、、まっさきに私の眼につくの
は、上野の国すなわち古代の上毛野である。そこは東海・東山の両道の結びになった土地である
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ばかりか、
、
、万葉の一首“まがね吹く、丹生のまほそ”の本場だった。
』と、関東の群馬・埼玉を
和歌山・奈良(宇陀)と並ぶ朱の主産地であったと、群馬の重要性を指摘しています。
“丹生(にう)”の地名が残る所は、今も、群馬には 2 ヶ
所有り、そこに丹生神社が祀られています。その丹生の地
か ん ら

かぶら が わ

名が残る所は、一つ目は、昔、甘楽 と呼ばれた 鏑 川 流域の
丹生で、もう一つは、神無川流域の浄法寺・丹生及びその
流域の丹生神社群です。
では、
“丹生”とは、どういう意味を持つ地名なのでしょ
うか。それについて、松田氏は次のように述べます。
富岡市丹生：丹生神社
『古典のうちで、これを明快に解いてくれるほとんど唯
一の典拠は「豊後風土記」の次の一説であろう。そこには海部郡の 4 郡が紹介され、そのうちに、
丹生の郷
昔時之人は、此山の沙を取りて朱砂に該(あ)つ。因りて丹生の郷と曰う。(原漢文)
とある。該
には、該備・兼該・該当などの意味があり、文中の該字は、一般に兼ねる、備うと読まれている
が、おそらく該当と受取ってよい。したがってこの一文は｢昔時の人は此の山の朱砂に該るを取る。
因りて丹生郷という｣とよむべきであろう。、
、
、
、
、
、
したがって、丹生とは朱砂を産出する土地の意味にほかな
らない。』
その朱砂を産出した場所の一つが、右写真の群馬県富岡
市丹生です。ここは、妙義山の峰々を西に遠く見て、丘陵
と丘陵の谷間を丹生川が真ん中に流れる扇状地があり、そ
こに丹生地区が在ります。右上写真は下丹生地区にある丹
生神社で、丹生川の南岸に位置しています。この神社と丹

上下：丹生神社付近

生川とは約 50M 離れており、今、発掘が行われています。
行くと、神社隣の畑や発掘場所では素焼きや釉薬付の土
器の破片が散在しており、朱の原石と思われる小石が拾え、
且つ、発掘中にはがした表土の残土を集めた場所では、子
持村での泥土よりはるかに鮮やかに色をした朱片を見る事
が出来ました(次ページ写真参照)ので、ここ丹生が確かに
朱の主産地で、朱砂を扱ったに違いないと確認出来ます。
しかし、富岡市文化財の腰塚氏の電話による説明に依れば、神社裏の発掘場所は、かって、丹
生川が流れていた流域及びその湿泥地との事で、集落は、神社から見て丹生川をはさんで反対側
の対岸の丘陵にあったと見られているとの事で、そこも、今、発掘が行われています。(次頁写真)
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実際に行ってみると、建物柱跡を示す丸穴や長穴が
たくさんあいています。その対岸の方が、古墳時代か
ら平安時代にかけての建物・住居跡で、集落の中央を
東西方向に通りが横切っていた事が発掘の結果、わか
ったとの説明でした。
丹生神社裏の発掘場所で朱を見つけただけに、対岸
の発掘場所を見ての自分の想像では、その発掘で、窯
を含む作業場が見つかっていたら、名実共に“丹生氏

発掘場所残土下から浮かび出た朱

の里”になり、それこそ、丹生氏が朱とつながるだけでなく金属につながる事になると、想像を
たくましくしたのですが、残念ながら、住居跡以外の発掘は無いとの事でした。しかし、その場
所は丘陵の南に位置しているので冬の北風がちょうどいい具合に受けられる所で、茨城等で発掘
された製鉄遺跡に似た地形であると云えなくもありません。

丹生川をはさんで丹生神社の対岸に在った集落を発掘中(＝2006 年 2 月現在＝)
さて、松田氏の『丹生の研究』には、この下丹生の丹生神社だけでなく、上丹生地区にある八
幡神社から鳴滝不動にかけての赤坂と呼ばれる所から“鉱染”を確認したと書いてあり、この地
帯一帯が古代の朱産地があったであろうと推定しています。そして、更に興味深い事には、上丹
生南には和田遺跡と呼ばれる積石塚の古墳群が丘陵にあるのです。そして、古墳近くでは石鏃・
石斧・縄模様のある土器がいくつも拾えますので、古くからあった事が解ります。
（次ﾍﾟｰｼﾞ写真）
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ google『和田遺跡』には、この遺跡について、次のようにあります。
『富岡市上丹生字和田にある。妙義山から連なる大桁山の東面の中腹、平地からの比高約 140
メートルの標高 350 メートルほどの地点に立地する。本遺跡に一部重複して 10 基ほどの円墳から
なる古墳時代後期の和田古墳群もある。1994 年にゴルフ場の造成工事に伴って一部が調査され、
縄文時代早期の遺物包含層、集石 1、前期の竪穴住居 4、土坑 4、弥生時代中期後半の遺物包含層、
古墳時代前期の竪穴住居 1、終末期の円墳 1、平安時代の竪穴住居 1 が発見された。縄文時代早期
の出土土器には撚糸文、押型文が見られ、本地域の縄文時代最古の遺跡の一つである。古墳時代
前期の竪穴住居からは、樽式系統の土器、赤井戸式系統の土器、土師器が伴出している。古墳は、
ゴルフ場内の緑地保存区に移築して復元保存されている。出土遺物は富岡教委に保管されている。
〈井上太〉
』
(注記：移築されたのは一部で、移築されていない古墳も在ります。)
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と云うことは、九州の田川では秦氏が移住して銅を
採掘を始める前の縄文時代から朱を取っていたと松田
氏が指摘していますが、ここ、群馬の丹生でも、古く
から、朱を知り住んだのではないでしょうか。
何故なら、古墳は丘陵の上にあり、近くで水が湧くと
はいえ、耕作/放牧/養蚕等の適地とは言えず、古墳を
残す程の源泉の理由を朱以外に見出す事が出来ないか
らです。
さて、群馬に祀られている丹生神は、朱を求めてやってきた丹生氏が移り住み、その土地土地
で奉斎したのがその始まりとされています。とすれば、丹生氏とはどのような氏族だったのでし
ょうか。
市毛氏は、
『朱の考古学』の中で、丹生氏を 2 つの系譜に求めています。その一つは『新撰姓氏
録』の右京皇別に記載されている息長丹生直人に代表される近江国坂田郡(琵琶湖の東岸になりま
す)の息長の丹生氏、と、もう一つは紀伊国国造系氏族の丹生氏です。そして、『両氏ともその出
自の時期、祭祀の開始など応神朝前後に位置づけられる伝承をもつ、、、』
『辰砂の採掘は紀ノ川・
吉野川流域の辰砂産出地でも 4、5 世紀には開始されたと推定され、息長丹生氏に居住した近江で
の採掘は紀ノ川・吉野川流域での採掘開始後ややたってからであろう。おそらく、4 世紀代まで遡
ることはないであろう。息長丹生真人氏は紀伊丹生氏を出自とし、近江での辰砂採掘に従ったも
のではないだろうか。それが息長と言う地名と天皇族に息長を名のる者が多いところから、天皇
族に結びつけられたものと推察する。丹生地名の残る地方に散在する丹生氏も、紀伊丹生氏と何
らかの関係があったものと思われ、越前国丹生郡丹生直は同族ではなかったか。
』と述べて、丹生
氏の活躍を 5 世紀以降の事としています。又、松田氏の『息長族が天日鋒と同様に、外来民族で
はなかったかと疑われる。
、
、
、
』の記述を引用する形で、渡来の民であった事を示唆しています。
以上を踏まえて群馬の丹生氏を考えるならば、紀伊か近江の丹生氏の一族が、おそらく 5 世紀
以降に、中仙道を通って群馬に入り、甘楽で朱の採掘・精錬に従事したという事になります。
次に、この甘楽については、丹生神社から丹生川を東に 4KM 程下った所にある上野(あがの)国
一之宮と呼ばれる｢貫前(ぬきさき)神社｣を見ておかなくてなりません。神社の由緒書には、『碓氷
郡東横野村鷺宮に物部磯部氏が奉斎し、次いで南方鏑川
岸に至り、蓬ヶ丘綾女谷にお祀りしたのが、531 年 3 月
15 日と伝えています。
、、
、
』とあり、御祭神は、経津主
神(ふつぬし)と姫大神(ひめおおかみ)とあります。経津
主神は、
『物部氏の氏神で、天照大神の命を受け武甕槌
神と共に出雲国の大国主神より天孫の為に国土を奉らし
めた神、
、』と書き、姫大神は、
『御名は不詳ですがおそ
らく綾女庄(一之宮地名の古称)の神で養蚕機織の守護神、
、
、
、
』とあります。この由緒書が述べている年代が正しい
とすれば、磯部物部は 6 世紀の継体天皇の時期に、碓氷
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貫前神社

川支流沿いの鷺宮(今の安中市鷺宮に比定)に移り来た事になりますが、何故に、この物部氏がこの
地に移り住んだのでしょうか。承知のように、物部氏は、鉄との関連の深い一族で、真弓常忠氏
は『古代の鉄と神々』の中で、物部氏を『鉄、すなわち武器を管理することはとうぜん軍事的職
掌をもつことにほかならず、物部氏の活躍が主として軍事的氏族として歴史にあらわれるについ
ては、この氏族が全国的にかなりの範囲にわたって製鉄の部民を支配していた事実にもとづくも
のである。同時に砂や土から鉄を採って製錬するのは特殊な呪術の伝承者と思われた。物部氏が
祭祀氏族でもあったゆえんである。
』と書いています。又、谷川健一氏は、『白鳥伝説』の中で、
後にやってきた物部氏が、その地の渡来人が先に奉っていた神を貫前神社として組み込んだとし、
物部氏がその地に足跡を残している時期を 7 世紀末－8 世紀の事としています。
巻末の地図を見るまでもなく、鷺宮と丹生は一山越えた 4-5KM 程の眼と鼻の位置にあり、物部
氏の祭神である経津主神を祀る貫前神社は丹生の隣にあるのです。そして磯部物部氏と丹生氏の
関係をどのように捉えればいいのでしょうか。承知のように、物部氏は、鉄との関連の深い一族
で、ここに来たのはそれなりの理由があったはずです。又、併せて、丹生氏や磯部物部氏が来る
前から住んでいた縄文/弥生の人達との関係性についても考察する必要があります。
さて、これまで書いてきた事を整理する為に、朱の用途と朱/水銀の形を下表に分類してみます。
時代区分
縄文

弥生

古墳

○

○

○

○

収穫物の保全(防虫/鼠剤)

○

○

○

○

防腐剤

○

○

○

○

文身(防虫/化膿防止)

○

○

○

死者への施朱(腐敗遅延)

○

○

○

○

建物/器等の色塗(腐敗遅延)

○

○

○

○

○

漆に混ぜ、朱漆として

○

○

○

○

朱墨･朱肉

○

○

○

○

○

居住/耕作地保全(獣/虫害予防)

朱原石/砂

粗粉朱

○

青銅鏡面等の研磨剤

○

殺虫‣殺魚(含蚤虱駆除防止)

○

薬(虫下し/解熱/解毒/堕胎等)

○

薬(精神安定剤/癇癪等)

精製朱

水銀

○

○

○

○

○

○

○

○

△

○

○

○

○

○

○

○

不老不死の仙薬

○

○

○

○

○

水銀を得る原材料として使用

○

○

○

○

○

？

貴金属(銅/銀/金)を得る溶剤

○

メッキ(ｱﾏﾙｶﾞﾑの応用)

○

‟兵器(毒ｶﾞｽ)‟としての利用
金等有用鉱石近在の指標

○
○

○

“銖”字が示す如く始原“貨幣”

○

＆ 重さの単位
15

○
？

○

○

○

○

○

△

○

○

上表を踏まえた上で、では、弥生時代の人は、何の為に朱/水銀を求めたのでしょうか。
当時の生活空間を思えば、弥生人が朱や水銀が身体へ及ぼす働きを、身近に手に入る“薬”と
していろいろ試したとしても不思議では無いといえます。しかし、当時の人が水銀に求めたもの
は、薬より何より、金や銀や銅といった貴金属を得る為の精錬“アマルガム”にあったのでは無
いでしょうか。何故なら、水銀はほとんどの金属と合金を作り(＝これをアマルガムと言いました。
= 但し、白金、マンガン、鉄、コバルト、ニッケル、タングステンは溶かしません。) 、その用
途には“大きな価値”がありました。つまり、高熱に依る溶融に頼らなくても、水銀なら貴金属
を溶かすので、鹿皮で漉して絞れば液体の水銀が出て個体の金属が残り、望む物が得られたから
です。
（又同時に、古代人は、扱いようによっては、朱が水銀が、人体にとって危険である事を既
に充分認識して利用した事もあったはずです。）
ここに、松田氏は、当時、この富岡市丹生の人が作ったとされている、万葉集に残る歌に注目
します。(ちなみに、この歌を刻んだ石碑が、先に見た富岡市の丹生神社の境内に建てられていま
す。) 万葉集巻 14 は、｢東歌｣が収録されている事で知られており、東国には“牧”が多かった
せいか馬を詠んだ歌が眼につきますが、相聞歌も多く収録されており、次がその一首です。
麻可禰布久 爾布能麻曾保乃 伊呂爾低氐 伊波奈久能未曾 安我古布良久波
まがね吹く 丹生のまほその 色に出て

言わなくのみぞ 我が恋ふらくは

この歌は、｢自分の顔が“真赭(まほそ)”のように赤くなってしまう
ので、何も言わなくても恋している事がわかってしまう｣と詠んでいる
のですが、松田氏はこの歌について、枕詞である｢まがね吹く｣の｢吹く｣
の意味を、
『吹きわける、すなわち金属を精錬することである。』として、
金属の精錬を云っているとしました。次に、｢まがね｣の真金の意につい
ては、これまで鉄の事を指したと一般には解釈されていたのですが、
この枕詞を使い歌われている歌々が、朱の産地である事をつきとめ、
『朱砂から採った水銀が、黄金の精錬にも、また黄金の鍍金に欠くべか
らざるものであった、
、
』事を喚起し、｢まがね｣は黄金を意味していたと
したのです。そして、この歌こそが、まさに、この丹生で、その精錬が
行われた証しと指摘しました。とすれば、先のレポートで見た田川での
銅鉱石と朱産地の重なりの秦氏の事例のように、金属鉱石を発掘/採取し
た民は、朱を利用して精錬する事で金属を得たと想像される訳ですが、それは、ここ群馬(甘楽)
の地、丹生でも、同じ軌跡が見られる事になります。そして、金属を精錬したその時期は、こう
してたどっていくと、弥生時代に始まってもおかしく無い事になります。
では、その弥生・古墳の時代の社会において、鉄は、身の回りの生活に使われる包丁/刀として、
開墾/農耕を行う際の鍬/鎌として等、大きな役割を持ちました。では、青銅が果たした役割は何だ
ったのでしょうか。又、朱・水銀を必要とするニーズに何があったのでしょうか。
そして、弥生時代の後の 4-5 世紀に登場する丹生氏は、何の技術と必然性を持って、縄文・弥
生と続いた朱産地に“主役”として躍り出てくるのでしょうか。実体は、先住の人々の上に立ち、
朱を支配した事になる訳ですが、
、
、
、
。そして、更に、物部氏は、、
、興味は尽きません。
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このレポートは今回ここまでとし、続きは、次回に譲りたいと思います。
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後記(その 1)：今、朱にはまっているとしか言いようが無いくらいに、
“朱”に、はまってしま
っています。当初、この一連のレポートを書き始めた頃は、鉄についての検討を重ねていく事で、
それを通して、｢現在の混沌とした時代がこの検討を通して捉えられ、今の時代を見通す“眼”が
得られるはず｣と思って始めたのですが、その渦中で、思っても見なかった“朱の存在”に気付き、
それに格闘している次第です。なぜなら、この“朱“をキーにして、日本の古代を見ると、今ま
で｢なぜなのかなー｣と、すっきり解らなかった事が見えてくるように思えるからです。
例えば、なぜ、大和の政権は奈良に居を置いたのでしょうか、何故に、奈良だったのでしょう
か。古代の政治・文化の中心は、西の九州から東へ移ったのですから、その権力の当事者が移動
したとすれば、瀬戸内海の内海を通り、淀川が流れる交通の要衝であった大阪にまず着きますが、
そこで留まっても良かったと思えるのに、何故に大阪から一山越えた盆地の“奈良”に行ったの
でしょうか。“奈良”に居を置いたのには、それなりの理由があったはずです。(この“何故に奈

17

良か”という事について、次回以降のレポートのテーマとしたいと思います。が、唯、田中八郎
氏は『大和誕生と水銀』で、朱が古代において“大和誕生”に果たした重要性をし、更に、地す
べりによる大和川の氾濫が当時の政治経済に大きな影響をもたらしたと云う非常に興味深い指摘
をしている事を補記したいと思います。)
更に、地誌的に見れば山間部に位置し、農耕の適地とは言いがたい伊勢や丹波/丹後、上野(群馬)
が、どうして古代の歴史に頻繁に、しかも重みをもって登場するのでしょうか。
そうした疑問は、奈良(宇陀)、伊勢、丹後、上野が朱の重要な主産地であった事を知ると、肯け
るものがあるのです。又、古代政権の 7-8 世紀の東北への“侵攻”といった事も、この“朱”を
通して見ると、わかってくる処があるので、ますます興味がわいている次第です。
後記(その 2)：昔、学校で、石器時代→青銅器時代→鉄器時代の
時代区分を学びました。歴史には、石器－青銅－鉄への移行がみ
られ、そのように時代区分する視点で歴史を視れば、“歴史が解る”
と教えられたのです。そして、この考え方は、今も学校で揺ぎ無
い“事実”として教えられています。
この考え方の根拠は、極めて単純な“事実概念”によって支え
られています。それは、鉄の融点が銅より低いという“温度の違
い”に依ります。つまり、鉄の融点は 1535 度なのに銅の融点は
1083 度なので、古代人にとって、高温を作るのは難しく、従って
銅のほうが鉄より手に入れやすかっただろうという“事実”です。 中近東美術館 紀元前 11-8 世紀
又、発掘の成果においても、鉄の登場は銅の出現より後で見つか
っており、鉄は鞴(ふいご)の登場を待って歴史に出てくるという
のが通常の解釈で、従って、この時代区分は有効となる道理です。
日本の歴史の場合、弥生時代に渡来の民が青銅器文化と鉄の文
化をもたらしており、青銅器文化に続いて鉄器文化が入ったとさ
れています。これまでの発掘の成果においても、鉄の発掘は、鉄
は腐りやすい為か日本では弥生時代前期までしか辿れず、しかも、
それは日本で作くられたものでは無く、大陸から来たものとする
見解が大方です。何故なら、弥生時代には鞴を含む製鉄の技術が
もたらされておらず、従って、鉄、精錬は当時の日本では出来な
かったとされているからです。
しかし、先のレポートで見た真弓氏の研究、すなわち、水に溶け
ている鉄分が湖沼・河川の葦等の植物の根に鉄バクテリアによる働

栗東歴史民族資料館 5 世紀

きで褐鉄鉱(それは“壷石”或いは“高師小僧”等と呼ばれました)
を形成する事、この褐鉄鉱であれば 700-800 度の温度で鍛造出来る事から、青銅器が主流とされ
る弥生時代に鉄が作られたとする研究に代表されるように、
“銅から鉄へ”の見方はもっと多彩で
多様だったはずです。そして、おそらく、青銅－鉄の流れには、朱(水銀)が大きく関っているはず
で、朱に携わった民は、鉄の民と重なっていったのではないかと思うのですが、どう関ったかが、
私には、現在の処、はっきり見えていません。 [記：2006 年 4 月 1 日] 川添洋
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