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神社/寺 ＆ 鉱山、
タイと日本に見るその繋がり

Phra Phutthabat Shrine

香春神社

三ノ岳

二ノ岳

一ノ岳

香春岳：田川(福岡県)

Saraburi：タイ

今年 6 月、会社の出張でシンガポールに行った際、打合せが金曜日一杯かかり、帰りの飛行機は、
切符の都合上、バンコック経由成田行きの土曜深夜便になりました。こうなるとチャンスです。う
まくすると、その飛行機の時間まで、ザーと 8 時間はタイで自由に時間が過ごせる事が出来ます。
これを逃さない手はありません。翌日の早朝便でバンコックへ行き、その後は汽車に飛び乗って、
気ままに旅をする事に決めました。
タイの鉄道には、バンコック空港を通って、一路東北に向かう路線が有ります。前回は、この路
線でアユタヤに行ったので、勝手は解かっています。しかも、タイの鉄道は日本の物価にすると、
2 時間乗っても普通席であれば 300 円程の手軽な交通機関です。今回は、あれこれ迷ったあげく地
図を見て、アユタヤから更に 1 時間程列車に乗った“サラブリ”と言う処に足を伸ばしてみる事に
しました。こう決めたのは全くの偶然で、なんとなく“サラブリ Saraburi”と言う言葉の響きが
気に入って決めたのですが、この短い旅が結果として、このレポートを書くきっかけとなりました。
“サラブリ”は、バンコックから約 100ＫＭ強離れた処にあり、サラブリ県の首都になります。
サラブリまでの道程がどのようなものかを、日本の事例で表現してみれば、上野駅から宇都宮線に
乗ると、列車は都会を抜け郊外を走り、それから家並がまばらになった処をしばらく抜けて、やが
て、田園風景が見渡す限り一望に見える関東平野を北に向います。その田園の中を又ひたすら走る
と、やがて遠くにうっすらと秩父や榛名の山々が見えてくる訳ですが、このサラブリに向かう列車
も、この宇都宮線に似ています。大バンコックの市街地を抜けると、同じように、家々は点々と在
るようになり、風景はいつのまにか田園をベースにした広大な平原になります。その平原をどこま
でもひたすらに 2 時間程走ると、列車の行く手に遠く山並が見えて来るようになります。その山々
と平地がちょうど接している処がサラブリ市です。この前のアユタヤの稿で紹介したようにタイ中
央部は大平原で、行けども行けども平原が続きますので、ようやく遠くに山が見えてくると、何だ
かほっとする感じがする程の広さを実感出来る国です。その着いたサラブリの町並みは、タイの他
の町と取立てて変わった感じはありません。日本の町が最近では何処に行っても取り立てて違いが
感じられないように、サラブリもバンコックやアユタヤの町並みと特別に違いは感じられないと言
うのが第一印象です。まず、駅に着き、駅前にある市場に行って、その街の匂いを確認すると、限
られた時間を有効に使うべく、次はタクタク(バイクタクシー)をチャーターする事に決めました。
運転手さんにどこか見る処は無いかと聞くと、有名な寺が在るとの答えです。で、そこにまず行っ
て見る事にしました。その寺が冒頭の写真の“プラ プッタバ寺(Phra Phutthabat Shrine)”です。
さて、プラ プッタバ寺は、そう遠くな

いだろうと勝手に思い込んでいたのです
が、タクタクで行くと優に小 1 時間はか
かる結構な道のりでした。市街を抜ける
までは家々に遮られて見えませんでした
が、やがて、先ほど車窓から遠くに見え
た山々がどんどん近くに見えてきて、そ
の山々の迫力を感じ始めました。
やがて、その山々の連なりを走る内に、
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見えてきたのが、何と、そうです、石灰山、
石灰山の連続だったのです。そして、その切
り出し場の採掘スケールの大きさとすごさ！
何百メートルもある山の“一つの大きなキャ
ンバス“を縦に真っ二つに切り取り、半分を
きれいにそぎ落としています。そして、その
断面となった地層の何と言う美しさ！！
その自然の作る雄大な美しさがぐいぐい目
の前に迫ってきて、圧倒されます。しかも、
そうした真っ二つになった石灰山が、片道 2
車線ある大きな道路をはさんで道の両側に、
次から次へと目の前に現れては消えて、消え
ては現れて、又々、次の新しい鉱山が現れて、
そして消えてとするのです。又、一方で、ま
だ未開発で残された石山の峰々も 10 分程え
んえんと続くので、その未掘の石灰原石の埋
蔵規模に、唯々、圧倒されます。そして道路
には、鉱石を運ぶ大きなダンプが何台も縦横
無尽に走っており、この地域のセメント産業
が活況を呈している事が実感出来ます。
その、スケールの大きさに圧倒されつつ、その地層が作る自然の美とその雄大な様に酔いしれな
がら走り抜けて、そろそろ、その石灰山の地層の終わりになるだろうと思われた山脈の端に、その
目指す寺がありました。
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そこは、冒頭の写真が示すような黄金色のき
らびやかな寺を始め、幾つもの建造物が建ち並
ぶ大きな華麗なお寺でした。観光バスが何台も
寺の駐車場に並び、メモ帳片手の小中学生の見
学団体もあって、日本で言えば日光の東照宮の
ような感じになるのでしょうか。聞けば、寺の
石灰石の崖肌に仏陀の足跡が在る事で有名なお
寺で、解説書によれば、アユタヤ朝のソンサム
王の時代に見つかったと有りますから 17 世紀
頃に建立された事になります。
神社や寺といえば、私たちの身近にある宗教施設で、通りがかりにそれを見ても、ああここに神
社/寺があるのと言った程度の感慨しか湧かないのが普通の人の反応です。しかし、何故にここに
在るのだろうとか、いつ頃出来たのだろう、誰がどうして立てたのだろう等、その成り立ちを考え
て見ると、それぞれの寺社にはそれぞれの理由や歴史があって、実に興味の尽きない対象です。
例えば、人々が新たに未耕地に家族や一族で移住してきた場合、人々は、まず、その土地の一番
大事な処に先祖を敬う場所を設け、そこでの繁栄を願い、併せて、自分たちの精神の拠り所を設け
ると思います。又、そこに泉が湧く処を見つけたりすれば、その瑞祥を貴んで聖なる所として祀り
ます。そうした、人々がその場所とその対象を“形在る聖なる場所”にしようとした時、顕彰しよ
うとした時、形を表すものとして神社なり/寺を建立します。その成り立ちは、神社/寺と言った確
たる宗教を祀るものとは必ずしも限らず、もっと素朴に、“祈り”や“祀り”の場として自然に出
来る訳ですが、やがて、時間の経過を経て、人々が寄進をしたりしてそこに寺/神社としての“形”
を与え、その場所が寺/神社としての歴史を持ち始めます。(勿論、廃れる場合も、当然あります)。
しかし、そこにそれなりの寺/神社を建てるとすれば、一定の財源があって、初めて出来る話し
です。寺社に行けば、境内に誰々からいくらの寄進があったという立て札をよく見ますが、大きく
有名な寺社となると、例えば京都の広隆寺が秦河勝によって建てられたと言われているように、誰
の寄進で建立されたと言う様な由緒が往々にしてあり、そうした建立の際にバックボーンがどこに、
又、誰に在ったのか、そしてそれがいつなのかを探る事はその神社/寺の成り立ちを知るにあたっ
て重要です。
（注意して見ると、先祖を弔った場所が神社になっている場合が意外に多くあります。）
さて、プラ プッタバ寺の場合、建立は 17 世紀に仏陀の足跡を発見した事に始まるとあります。
この寺の場合、ソンサム王権の支援があったとありますのでそれが現在の興隆をもたらしたと想像
出来ますが、しかし、それは、たぶん、この寺の建立以降、だいぶ経っての事で、その成り立ち自
体は、地元の人々に拠る自然発生的な発意があって出来ていた経過があったと思います。なぜなら、
17 世紀といえば、日本で言えば江戸時代が始まった頃で、前のレポートでのアユタヤ朝の“山田
長政”の後の事になりますが、タイ民族が雲南方面から南下してタイ王朝を作ったのは 13 世紀で、
その前の時代にも堕和羅(Dwaravaty)という国等の歴史があったのですから、このタイ中央部に位
置するサラブリには、13 世紀どころか、もっと古くから人々住んでいたと考える方が自然です。

3

そして、今見た寺/神社の成り立ちから推測すれば、仏陀の”Foot Print”が発見されて、初めて寺が
建立されたと考えるより、この地が石灰産出地である事も考慮に入れると、ずーと古くから、つま
り人々がこの土地に住み始めたと思われる 10 世紀以前から、いやもっとずーと前の時代から、こ
の場所が“祀り”の場として既にあって、それが現在のような寺になっていったと思われます。
まず、近くにはセメントを作る元となる石灰山が在りますので、その持ち主の有力な寄進があっ
て、寺が大きくなるという道筋が想像出来ます。が、この石灰自体は、現代でこそ重要な建設資材
と言えるとしても、当時の用途は、壁に塗る材料や消毒剤としての利用ぐらいですから、“石灰長
者”を生む程の“富”の源泉として、石灰石・けい石が大量に採掘されていたとは考えられません。
とすれば、もっと何か違う“物”の恩恵と源泉があったに違いない、その“物”があれば、この寺
が出来た理由が解るはずなのだが、その“物”とは何なのだろう、と云う疑問が頭に浮かびます。
そう思いつつ、寺を見て廻ると、仏像に金箔を貼った仏像(下 2 枚写真)が目に付きました。タイ
の寺院には、金色の塗料で塗った造形的で大きな仏像が多いのですが、その 2 体の仏像は古くに作
られた感じがあり、大きくは無いのに、素朴で実写的な存在感ある仏像です。聞けば、その金箔は
参拝した人達が願い事をお願いする際に布施をする意味で、仏様に金箔を貼るのだそうですが、そ
の仏像を見て思った事は、
『そうだ、金とか、そうした貴金属がここで採れたと考えられないだろ
うか？』、という事でした。
もし、そのであれば、この寺と石灰産地が結びつくと云う推定が妥当性を持ち、この寺の繁栄の
源泉が理解出来る事になるのです。

4

鉱物資源の乏しいと言われる日本の鉱工業の中で(正確には採りつくした訳ですが)、石灰石・け
い石は、唯一、無尽蔵と云える豊富な資源です。今も、石灰石は日本中で採掘されており、セメン
トや石灰等の原材料となっています。その主な採掘場所は、後頁添付のセメント・石灰鉱山地図が
示すように日本国中に広がっており、石灰石が豊富にある事が実感出来ます。
こうした採掘場所の中で、福岡県の田川地区は、日本セメント㈱を始め麻生セメント㈱、三井セ
か わ ら だけ

メント㈱の会社があり、タイのサラブリと似た光景を身近に見る事が出来ます。香春 岳 は、五木
寛之氏の『青春の門』にあるように、筑豊地方を象徴する山ですが、今も石灰石を採掘しており、
銅鉱石も併せて採掘されています。（香春岳は、一ノ岳、二ノ岳、三ノ岳とありますが、一ノ岳は
冒頭写真のように半分が削り取られて、頭部分がありません。）
おもしろい事に、その田川にも、タイと同じように、著名な神社があります。その名は、香春神
か ら く に お き な が お ほ ひ め お ほ め の みこと

お し ぼねのみこと

と よ ひ め の みこと

社(冒頭写真）で、その由緒には、韓国 息 長 大姫 大目 命 ・忍 骨 命 ・豊比咩 命 の三神を祀って
おり、『豊前国風土記』逸文には香春の神は新羅から渡って来たと述べられています。そして、そ
の渡来人は石灰を求めて来たのでは無く、ここで銅が採れた事から田川に来たと指摘する論考があ
ります。(田村圓澄氏他『宇佐八幡と古代神鏡の謎』)
さて、更に興味深い事に、石灰を採掘する所で、同時に銅等の貴金属が採れる所は、その田川だ
けが特別なのではなく、石灰の鉱脈にそうした貴金属や鉄が採れる所は多いのです。
例えば、埼玉県秩父市にある『ニッチツ鉱山』では、現在、石灰石を採掘していますが、昔、鉄
鉱石・銅・金を採掘していました。このように、現在、石灰を採掘している所は、その昔、金属鉱
山として開発され、やがて、その資源が枯渇して少なくなったので、その後は石灰を採掘している
という所が結構あるのです。
では、何故に、石灰石・けい石の鉱脈に、貴金属や鉄等が採れるのかという事になりますが、そ
れについては、以下の『岩石と地下資源』(地学団体研究会編)中の「金属鉱床」の項を見れば、田
川が特別のケースではない事が納得出来ます。
金属を含む鉱床の生成は、その成因や産状(形態)から、幾つかのタイプに分類されます。
１．火成鉱床 地下のマグマに直接由来する鉱床
２．熱水鉱床 高温の熱水が関与し有用鉱物が沈殿した鉱床
３．堆積鉱床 岩石や地表近くの鉱床が風化により侵食されたり、天水・海水などと化学反応
し有用元素がある場所に沈殿して形成された鉱床
４．変成鉱床 岩石が変成作用によって形成された鉱床 などに分類されます。
この中で、日本によく見られる「熱水鉱床」を述べているヶ所を抜粋しますと、
「熱水鉱床」はマグマから分離した水や、マグマに熱せられた地下水と周囲の岩石が反応しても
たらされた有用金属が沈殿して出来たもので、「熱水鉱床」も、その中で以下のように分類されて
います。
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１．火山性塊状硫化鉱床 銅・鉄・鉛・亜鉛を主体とした塊状鉱床で、火山岩類を母岩とし、
副産物として金・銀を伴います
A)東北地方の黒鉱鉱床、B)海底熱水鉱床、C)キースラーガー(別子型含銅硫化鉄鉱床)、
は、この分類に位置付けされます。
２．鉱脈鉱床 熱水が断層や断裂を上昇する過程で有用金属が沈殿したもので、鉱種によっ
てそれぞれ固有の生成温度条件があります。例えば、金・銀鉱脈では 150℃-200℃、
銅・鉛・亜鉛鉱脈では 200℃-350℃、錫・タングステン・モリブデン鉱脈では 300℃
-550℃と推定されています。
３．斑岩銅鉱床 石英斑岩などの酸性貫乳入岩の頂部とその周辺に形成される鉱染－網状の
鉱脈で、低品位・大規模鉱床である。
４．スカルン鉱床 熱水が石灰岩のような炭酸塩に富む岩石と大規模に反応し、生成される
鉱床で、熱水が高温の場合、タングステン・モリブデン・錫・鉄の鉱床が形成され、
中－低温では、銅・亜鉛・鉛の鉱床が形成される。

とあります。

つまり、日本のような火山国では、黒鉱鉱床やキースラーガー鉱床だけでなく、石灰の鉱脈が
熱水に反応して貴金属や鉄を生成するスカルン鉱床が生成された背景があり、その為に、石灰鉱山
で、鉄や銅等が採れる理由が理解出来ます。
こうした地学の知識を踏まえて、もう一度、田川の事例に戻って見てみますと、まず、前回
のレポートで、8 世紀の奈良時代の“奈良の大仏”の銅がこの香春岳と山口の長登鉱山等で賄わ
れた経過を見ましたが、今でも石灰石を採っている香春岳では、昔から銅を採っており、又、
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その銅を精錬していました。
この田川の銅は、奈良の大仏に使われた他、この香春岳の三岳の中腹から採った銅を元に、
宇佐神宮に奉納する銅鏡を 3 年に一度作る行事が、ずーと絶えることなく行なわれてきた事で
も有名です。次の文章は、その様子をよく理解出来ると思いますので抜粋して見ますと、、
、、
『三ノ岳の北部は、石灰石と花こう岩の接触面にスカルン型(接触交代)の鉱床があって銅・硫化
鉄・灰重石その他の鉱石を産出し、山には“間歩”と
呼ばれる鉱山跡が多く残っている。長光部落から西に
延びる五徳峠に通じる山道を登っていくと、左方に見
える三ノ岳の中腹に、石灰岩の岩壁から掘り出された
｢ズリ｣(岩石の捨石)が傾斜面に落されて積もっている
のが見える。三ノ岳の北部から西の方にかけて、坑口
跡や｢からみ｣(精錬滓)を現在でも見ることができる。
また、三ノ岳の麓の古宮(宮原のバス停の上)に、古
宮銅山があった。
』
『採銅所の採銅、および鋳造に関係
する祭祀場所は、三ノ岳の山の高さから見ると、清祀

｢三の岳を背にした清祀殿」

殿、杉谷にある神マブの山ノ神、古宮の少し上方にあ
る阿曽隅、古宮の順番に位置し、すべて三ノ岳の北側の、銅山に集中している付近に存在している。
現在でも確認される、神マブ・横鶴・水晶・床屋・宗丹・ズリネなどの各鉱山は、清祀殿のあると
ころよりも住野川上流の三ノ岳の北側中腹の岩壁にある。
』(田村圓澄氏他『宇佐八幡と古代神鏡の
謎』) とあります。
先に、渡来人が銅を求めてこの田川の地に来たと述べましたが、その時代は 3-4 世紀の事と考
えられており、秦氏の一族が集団でやって来て、この地で繁栄しました。その様は、大宝 2 年(702
年)の豊前国の戸籍で、氏の総人口で秦部姓が全体の 93％以上という記録からも判ります。
その当時をうかがわせる興味深いエピソードに、9 世紀初頭に遣唐使に入唐環学生として唐に
派遣された最澄の話があります。最澄は入唐前に、遣唐使船のトラブルで 1 年程筑紫に留まり
ますが、その間、香春の神に渡航の安全を祈願すると共に、中国や新羅、近隣諸国の情報を得
るべく香春を訪ねています。その最澄はほどなく帰国(805 年)しますが、安全に帰れた事に感謝
し、香春を再び訪ね、その際に法華経を講じました。すると、竜骨と当時呼んだ石灰石の岩山
で、草木も生えないと言われた香春岳に草木が生える瑞祥がおこったという話が伝わっていま
す。
（注記：竜骨はマンモス・爬虫類・鹿・象等の化石で、今でも漢方薬として使われています
が、当時の人は石灰岩の中から取れた事からそう呼んだと思われます。この項：川添）
では、以上の事から、田川/香春は 3-4 世紀の渡来人による来訪から、人がこの地に始めて入
植し、その歴史が始まった、と思いそうですが、又、又、興味深い事に、そうでは無いのです。
『古宮のある採銅所宮原は、弥生時代・古墳時代の遺跡が多く発見されており、早くから開
けていた場所と想定される。
』
（田村圓澄氏他『宇佐八幡と古代神鏡の謎』
）と有り、又、
『いま、
7

福岡県の鏡山村は勾金村に編入された。この村の北に隣接して採銅所という地名があり、この
地区から銅の産出が考慮できる。おそらく金属の使用を知らなかった時代には、この鏡山の青
黒い石をとって、それを磨いていたのであろう。このへんも古い朱産地だった。
』(松田壽男氏『古
代の朱』)との指摘が有る様に、弥生時代以前の縄文の時代から、既に人がここに住んでいた事
がわかります。
と云う事は、田川/香春という地域の宮原地区に遺跡が有るという事は、当時の古代人が、こ
うした自然銅や朱の“価値”を知って、生活に不可欠な物として認め、この地を主体的に選び
住んでいたという事が推測出来ます。
右の写真は、岩手県和賀郡湯田町にある湯田歴史
民俗資料館に展示してある“自然銅”の見本です。
ここ湯田町は、黒鉱鉱脈の真っ只中に位置し、古くか
ら鉱業で栄えた地区で、平泉の藤原三代に時代に金を
採掘した有力な産地の一つと言われている所です。
さて、一般に“自然銅”とは純度が 100%に近い
ものを言うようです。とすれば、写真の塊が“純銅”
なら、すぐにも金槌でたたいて任意の形に造形出来る
はずと思いますが、一見する限り、この岩塊のブロッ
クをそのままたたいて“銅製品”にするには、難しいように見受けられました。
とするなら、そうです、自然から採れる“自然銅”が、古代においては今より容易に得られた
にしても、純度が 100％に近い岩塊が何百千トンも簡単に採掘出来たと考えるより、岩塊を砕いて、
純度の高い所を選別し、それを二次処理して、“銅”を得たと考えた方が無理のない推測だと思え
ます。そうでもしないと、鋳型に流し込んでの仏像作りなどという技術を要する作業には、“自然
銅”をそのまま溶かしても不純物が混じって、溶けた銅が滑らかには流れないとか、いろいろな障
害があったはずです。
ちなみに、古代と対比する上で、現代の日本の銅精錬の工程を見てみます。採掘された銅鉱石(純
度 1%)は、それぞれの採掘地で選鉱されて、銅精鉱(純度約 30％)として海外から輸入されます。そ
の銅精銅は高温溶解され粗銅(純度約 98％)となります。その粗銅は、次に、電気分解され銅地金(純
度 99.99％)になり、それが、圧延・押出・鍛造・鋳造の工程を経て、いろいろな製品になる訳です。
以上が現代の精錬の工程と比較するなら、私の推測は妥当のように思うのですが、とすれば、
当時の人は、どうやって純度の高い銅を手にいれたのでしょうか。どのような精錬を行なって、
“純
銅”を得たのでしょうか。
森浩一対談集『古代技術の復権』の中で、久野雄一郎氏は、黄銅鉱は硫黄や鉄を含み、硫黄を
分離するには非常に強い火力を要する事から(つまり鞴)、精錬の労の少ない、孔雀石(硫黄分が入っ
ていない)や自然銅を使って、銅鐸等の銅製品を作っていたとしています。興味深いところを任意
に抜粋して紹介しますと、
、
、
、
森 、
、
、。ところで、天然の銅である自然銅と、ふつうの鉱石から精錬する銅の違いを、教えてい
ただきたいんですが。

8

久野 、
、
、。銅鉱石の主成分は、銅、鉄、硫黄ですが、精錬に先立って、鉱石を砕いて大きさをそ
ろえてから、銅の品位のよい塊を手で選り分け、溶鉱炉で溶かし硫黄を取り除きます。しかし、溶
けた銅の中には、まだ若干の鉄と硫黄が残っていますので、さらにこれを酸化しますと、鉄は酸化
して軽くなるので、溶けた銅の上に浮き上がる。それを取り除きます。また、硫黄は亜硫酸ガスと
なり銅から分離します。こうしてとれた銅の純度は、だいたい 98％ぐらいで、この中にはまだ金、
銀が混じっていますし、ニッケルなどの不純物もはいっています。こうして、最後に溶けた銅を「湯
床」(桶の底に筵を敷き、その上に湯を満たした鋳型の一種)の上に流し込みますと、中央部がいく
ぶん高くなった円形の銅塊が得られます。
通称｢ボタン｣と呼ばれるこの銅塊は、泉屋博物館(京都市)などで見ることができますが、奈良時
代や明治初期にかけて、まだ電気のなかった時代には、みんなこういう方法で銅をとり、銅地金と
して使っていました。
、
、
、
、
、
、
。
森

黄銅鉱は日本にもたくさんあるんですか。

久野 ええ、日本の銅鉱山から出る鉱石の多くは銅鉱石です。でも、硫黄という元素は分離しにく
く、銅とか鉄と化合した硫黄を取り去るには、非常に強い火力が必要なわけです。良質の燃料と風
力、つまり強力な鞴がいります。ですから、黄銅鉱を精錬するようになる前の段階では、亜硫酸ガ
スに悩まされる事のない、もっとやりやすい別の鉱石を使っていたのではないかと考えられますね。
森

それはなんですか。

久野 孔雀石です。孔雀石は銅が非常に高いうえに、硫黄が
はいっていないんです。
、
、
、
。ただ、孔雀石だけの鉱山はなく
て、黄銅鉱が 99％あると孔雀石が 1%ある具合に混じってい
る。
、
、
、
。自然銅だけの鉱山はありませんし、孔雀石ばかりの
鉱山もありません。すこしずつですが、黄銅鉱の鉱床の中で
偏った状態で混在しています。黄銅鉱を利用する以前は、お
そらく、孔雀石から銅をとっていたのではないかと思います
ね。孔雀石は炭酸銅ですから、1000 度くらいの木炭の熱で
も銅がとれます。
、
、
、
、
。さらにそれ以前に考えられるのが自
然銅なんです。自然銅はほぼ 100％の銅ですから、そのまま
溶かせばいい。したがって、最初は自然銅を利用し、それから
孔雀石を使って、最後に黄銅鉱を使うようになった。精錬技術の進歩という点から考えると、それ
が常識ですし、多くの冶金の本はそう教えています。、、、
、、、、
、。
森

銅鐸はこれまで、日本で 350 個から 400 個くらい出土していますが、銅の塊にすると、だい

たいどれくらいのおおきさになりますか。
久野 亀井先生の推定では、総重量は最大で 4.4 トン、平均は 3.2 トンです。その中に 85％の銅が
含まれているとして計算すると、最大で、だいたい一辺が 75 センチの立方体になります。視覚的
に見てもたいした量ではありません。、、、
。大仏さん 2 つというと驚かれるかもしれませんが、溶か
してみると、20 坪足らずの部屋にはいるくらいの量ですね。、
、
、
。
森 銅鐸のまま並べるとたいへんな分量になりますが、使われている銅は、6、７人乗りの丸木舟
なら 2、3 艘で積めるほどの量ですね。
とあり、久野氏は、古代においては、孔雀石や自然銅をもって銅を得ていたとしています。
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しかし、鞴によっての熱を高める方法を知らなかった時代において、銅を得た方法は、自然銅
をそのままに使用した方法も無論あったでしょうが、それだけだったのでしょうか。例えば、朱、
すなわち水銀に銅鉱石を入れて溶かし、次に、熱して水銀を飛散させる方法で銅を得た可能性はど
うなのでしょうか。
松田寿男氏が『古代の朱』で述べる、
『金の場合を見て見よう。金の原鉱石といっても、混ざり
ものが大半である。これを粉末状に砕いて水銀を加えると、水銀は混ざりものとは合金しないから、
金だけを選んで吸収した形になる。金のアマルガムだ。この餅のようになったアマルガムを炭火に
かけて水銀を気化させてしまうと、金だけが残る。』という方法です。そう考えると、どうして古
代の人々があれほど朱を求めたか、大事にしたか、と云う理由が解ってくるように思えます。何故
なら、普通に木材を使って得られる温度は 700-800 度程度で、青銅の溶ける温度はをで、同を--等
のをやそして、関東以西の日本全域に点在する銅鐸や銅矛の発見/発掘分布は、舶来品だけでなく、
その発掘された地域毎に加工された物も結構あるのかもしれません。
田川には三ノ岳の北側に「採銅所」と呼ばれる地名があり、
き

べ がわ

金 辺 川 と平行に古街道に沿って、古くからあっただろうとの印
AE

AE

AE

象に肯じえる集落があります。先に抜粋した文章にあったよう
に、鏡を鋳た「清祀殿」も、間歩と呼ばれた坑道も、この区域
に集中してあります。
そこを歩いてみると、金辺川の支流が三ノ岳から流れて来て
おり、この支流に銅鉱原石が流れてきて、川床は金ピカ(銅ピカ)
に光っていた事も昔は往々にあっただろうという想像が不自然
で無い気がしてきます。
そうです、大昔、人々が金･銀･銅を知らない時代、例えば、

「金辺川の支流」

縄文時代(その時代に人々が住んでいた遺跡が残っている事は既
に述べました)、人々は、その金ピカに光るものが川にあるのを見
つけて不思議に思い、かつ大変喜んだだろうと思います。何しろ、
ピカピカに光る美しいものでしたし、どこかしこで見つけられる
ものではない不可思議なものでしたから。それに、それを持って
交易に行けば、貴重なものとして高価に取引されたでしょうから。
でも、その当時は、金と銅の違いが大きな価値では無く、金ピカ
に光るものであればそれだけで充分に貴重だったはずです。
さて、採れた石塊は、自然銅塊もあったでしょうが、大方は唯
の石の部分がくっ付いていたり、純度がそう高くない石塊が多かっ

ま

ぶ

「間 歩 と呼ばれた鉱穴」

ったと思います。又、そう考えた方が自然です。最初は、純度の高
いものだけを人は集めて採集したと思いますが、純銅塊がそんなに頻繁にあったとは思えませんの
で、そのうちに、人々は、純度が低くかったり、混ざり物が含まれているものを、どうしたら純度
の高いものに変えられるかを考えるようになるのが、次のステップとなると思います。
もし、その時に、田川には身近に朱の採れた場所があったとしたら、どうでしょうか。(田川が
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古代の朱の産地であった事は既に述べました。) そして、人がその朱の利用法を知っていたとし
たら、
、
、、その方法は、少なくとも、水銀さえ豊富にあれば、その高熱をもっての銅鉱石を溶かす
方法(銅の融点は 1083°)より、古代の人にとっては手軽で容易な方法だったはずです。何故なら、
木を集めて効果的に燃やして得られる温度は 700-800 度だったのですから。
つまり、水銀は、アマルガム法によるメッキの媒材としてのみ使われたのでは無く、自然銅を
純度の高い銅にする方法としても使われ、人々はその方法で新たな生活の質を手に入れていたので
は無いでしょうか。
では、そのアマルガム法は、いつ頃から田川に伝わったのでしょうか。それは、3-4 世紀に新羅
地方より渡来したと云われる“秦”氏によって伝えられた技術なのでしょうか。
松田寿男氏は、金属を知らない時代(縄文時代)から、ここ採銅所で朱砂を採取して銅鉱石の研磨
材として使っていたと述べていますので、朱が採れた事は間違いありません。その朱砂から水銀を
取り、それをもって金属を取り出すアマルガム法をいつ知ったのかは、次回以降のレポートで考え
ていきたいと思います。
以上を踏まえて、8 世紀に建立された“奈良の大仏”の銅供給地であった事を一つのキーとし
て、石灰・貴金属/鉱物・神社という項目で、主な石灰等の採掘場所を見てみると、下記のように
なります。つまり、銅と朱はなんらかのつながりが有ると推定出来そうです。
田川市(福岡県)

香春岳

石灰

大仏の銅産地 神社

備考

銅

○

古代の朱産地

○(長登鉱山)

香春神社

石灰

伊佐町(山口県)
美東町(山口県)

秋吉台

石灰

銅・鉄

大垣市(岐阜県)

赤坂山

石灰

銅・鉄

南宮大社

伊吹町(滋賀県)

伊吹山

石灰

金・銅・鉄

南宮大社

秩父市(埼玉県)

武甲山

石灰

金・銅・鉄 ○

聖神社

－

銀・銅

多太神社

猪名川町(兵庫県)

○(多田鉱山)

古代の朱産地
古代の朱産地

従って、この表から、私が気になる事柄は、以下の事柄です。
1) 鉄や青銅器文化と“朱の文化”の古代のかかわり/重なり、及びその連続性があると思われる
が、それは実際にどのようなものであったのか。
2) 山口県は、出雲の近くにあり、古代から栄えてきた所で、神社等の宗教施設も権力や地元有
力者の支援を得て残っているのが普通と思われるのに、近くに由緒ある名ある神社が残ってい
ないのは何故か。そこに、大和政権と出雲勢力との葛藤と、その結果による出雲勢力が祀って
いた宗教施設の抹殺の匂いが感じられなくもないが、その実際はどのようなものだったのか。
、
、、
、
、
、
、
、
、
。

興味は芋ずる式に拡がります。

ところで、もう一度、サラブリに話を戻します。私が何をもって“閃めいて”、このレポートを
書きたかったかを結果論的に要約しますと、次のようになります。
1）
“プラ プッタバ寺(Phra Phutthabat Shrine)”の発展は、17 世紀に仏陀の足跡を発見した事
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に始まりソンサム王権の財政支援があったとあります。その事に違いは無いにしても、その前の、
寺の起源は、日本の石灰山地区の神社の発展の歴史と同じように、もっと前の時代から、地元の人々
の祀りの場としてのオリジンがあり、地元の人々の寄進があって寺の発展が始まったと思われる事。
2) そのオリジンとは、サラブリの石灰山の状況から憶測し、そして、日本の石灰山と神社の関
連を考えるならば、同じように、貴金属が採れた事による地元の発展がまずあって、今日のプラ プ
ッタバ寺の興隆に至ったのではと考えられる事。
その考えに妥当性があるかどうかをこのレポートで試みたという事になります。その私の推論が
合っているかどうかの検証は、寺に併設されている博物館等を次回の訪問の際には行って、何かの
手がかりを得たいと思っている処です。日本の石灰鉱脈で貴金属が採れた事例から考えると、そう
的外れの推理でもなさそうだ、と、自分では思っているのですが、、、
。
さて、最後に、次の事をどうしても、書いておかなくてはなりません。それは、今回訪ねた“サ
ラブリ Saraburi”と言う地名です。このサラブリと言う地名は、
“鉄”を意味する“サラ”や“ビ
シ”の言葉とどこかでつながっていると思えるからです。
以下の引用は、真弓常忠氏『古代の鉄と神々』の本に拠りますが、よくまとまっていて、重要だ
と思いますので、長いのをいとわず引用します。
『ところで、鉄を意味する古語を検すると、次の語類がある。
１．テツ、タタラ、タタール、韃靼

２．サナ、サビ、ソホ、ソブ

３．サナ、サヌ、サニ。シノ。シナ

４．ニフ、ニブ、ニビ、ネウ

５．ヒシ、ヘシ、ベシ、ペシ
以上の語類の中で、テツ(鉄)は

ヒッタイト民族が鉄をもって築いた強大な王国トルコの名に由

来することは広く知られている。
このヒッタイトの創始した製鉄技術は、シルクロードを経由して紀元前 13 世紀頃の殷代の中国
に入ったとされている。殷・周代は中国では青銅器文化が発達したが、鉄は戦国時代に武器として
用いられ、漢代には、鉄は国の管理下におかれた。このトルコ、タタール、韃靼に発した製鉄技術
がたたらにほかならない。タクタク、タツタツともいい、テツの語源となった。わが国では北方大
陸文化としてもたらされてものである。
サヒの語群 テツの語に対して、サヒの語群がある。八岐大蛇退治のときスサノヲノミコトが使
か ら さひのつるぎ

さひもちの か み

用された剣を 韓 鋤 剣 といい、鋤持 神 という。サヒは、サヒ、サブ、サビ、サムとも転化し、寒
さいの か み

川・寒田という名の神社や、寒河江、祖父江の地名もこれに由来する。賽 神 というのも本来はサ
さ い が

そ う か

ヒ(鉄)の神の意であった。雑賀 、才賀、造賀 、草加、相馬もそうであろう。朝鮮半島では、蘇伐(そ
ぼろ)、所夫里(そぶり)、卒本(そはる)、首露(すうろ)、草羅(そうら)となり、ソウル(京城)となった。
この語源のサ行音は元来砂、小石を意味する語源で、砂鉄が精錬されて鉄となり、普通の砂や石と
違った貴重な性質を帯びるところから、サ・シ・ソの一音だけでも鉄を意味することになった。曽
そ

尸茂利(そしもり)はソツムレで鉄の山、高千穂の添山峰(そほりのやま)は砂鉄のある山、日向の 襲
の国、熊襲の襲も鉄を意味した。以上は福士幸次郎の早く指摘したところである。
サナの語群 サナ・サヌ・シヌ・シノも鉄を意味した。福士幸次郎は、サナ・サヌ・シノ・シナ
の語義を追い求めた末、サナとは果実の核の部分を意味し、カナサナ(金讃)とは外皮を鉄でまとっ
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た果実や穀物の如き形状のもの、すなわち鈴・鐸(さなぎ)のことであるとした。ただし、福士幸次
郎もそれが褐鉄鉱とまでは思いいたらなかったが、サナギとサナミは、サナの語に「ギ」
・
「ミ」の
男女両神の意を負わせたものだとした。そこに接頭語の「イ」が付いて、イザナギ・イザナミとな
る、イザナギ・イザナミ両神が鐸に由来することを説いたのであるが、この説は顧みられなかった。
しかし、改めてこの福士の想定は再検討されるべきときに来ていると思う。それは、この両神をま
つった多賀大社付近も「サナ」すなわち褐鉄鉱の所在を求め得るからである。信濃、埴科、更級、
蓼科、仁科等の「シナ」の意もこれによって窮知できることとなる。
ニフの語群

ニフ・ニブ・ニビ・ニホの語群もある。「ニフ」
（丹生）は通常、朱砂(辰砂)の産す

る地につけられた名と考えられている。しかし井塚正義氏の教示によると、古代には硫化水素を
「朱」
、四酸化鉛を「丹」
、褐鉄鉱・赤鉄鉱・酸化鉄を「赭」にそれぞれ区分しながらも、これらを
一括して「丹」と読んだ由で、丹生の地は鉄産地も意味したという。丹生より発生した「ニブ」(鉏・
二部)・
「ミブ」(壬生)・
「ニビ」(鉏)や「ネウ」(根雨)もそれである。
ヒシの語群

ヒシ・ヘシは「和名抄」によると、鉄鏃を意味し、竿の先に装着した鉄片である。

この語から発生した「鉄の川」がイヒシ(飯石)川、イビ(揖斐)川であるとしたのも福士幸次郎であ
った。「イ」は発生上のもので、本来の形はヒシ川・ビシ川であるという。そしてこの「ビシ」は
元来南太平洋の鉄という言葉 besi と一致すると指摘している。台湾出身の郭安三郎氏によると、
ヒシ・ヘシの語が南方系海洋民の鉄・鉄斧を意味する語であるという。マレー半島から、フィリピ
ン・台湾・琉球にまで広く分布し、マライ語の besi は、鉄を意味し、バシー海域の Bashi、Basay
の名や台湾東南海上のヤミ語で手斧を意味する Wasay、スルー語 basi、アーチェ語 besoi、バタ
ック語 bosi、ハワイ、スンダ、マズーラ語の Wesi 、bosi、bose 等、いずれも鉄を意味する、と
いうことである。 』
上記の指摘を踏まえて、
“サラブリ”の地名を改めて見てみると、
“サラブリ”は、まさに「サラ」
と“ブリ”の派生語である「ブリ」から出来ている地名で、それはいずれも鉄(金属)を意味する“語
彙”の合成地名と云えます。そして、その地名は、偶然に“サラブリ”と付けられたのでは無く、
それは、このレポートからでも推測出来るように、鉄(金属)の由縁があったからそう呼ばれるよう
になったと思われます。
そして、その事は、日本の鉄や銅の文化が伝わったルートとして、中国・韓国や東北アジアから
のルートの他に、東南アジアからのルートもあった事が、この“サラブリ”の事例は、その推測を
補完する一つの裏付になるのではと私には思えるのですが、、
、、、
。
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後記：このレポートを出すにあたっては、もう 1 回サラブリに行き、寺に付属する博物館等を訪
ね、
“サラブリ”と“金属”との何らかのつながりを自分なりに確認した上でのレポートとするつ
もりでしたが、それ以降今日に至るまでタイに再び行くチャンスがなく、やむなく見切り発車的に、
今回、レポートを出す事としました。従って、このレポートには、再度行くチャンスが訪れれば、
続編がある事になります。
ちなみに、千葉にある｢歴史民族博物館｣には紀元前 4‐3 世
紀のタイ製作品との説明がある大小の『青銅の太鼓』が展示さ
れています。そうです、そうだとすれば東南アジアでは日本と
同じ頃か、或いは、それより早く青銅器文化が始まっています。
追記：この“サラブリ”については、もう一つ別の視点から
の言及を知りました。詳しく引用するスペースが有りませんが、
『まぼろしの邪馬台国』(宮崎康平氏)の中に、日本で田植え祝
いを“サナボリ”或いは“サラブリ”と言ったとあります。
“サの棒”の訛りで、田植えの時に、田の神(雷)が降下する拠
代に竹の棒を刺した習慣からきたもので、田の神は 1 本足と言われてきたとあります。この田の神
は、雷のイメージに重なり、谷川健一氏の指摘した金属の神と繋がる話しです。
〔記：2005 年 11 月 12 日〕
道路端での果物売り

川添 洋

Saraburi“民俗資料館“
バイクタクシー：タクタク

“民俗資料館“の建物＆展示品

機織

壷＆漁具
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右:工具

日本の主なセメント/石灰石採掘工場

△東鹿越
△上磯
△尻屋
△八戸
△大船渡

△青梅
△葛生
△秩父
△井倉

麻生セメント㈱

△伊吹

苅田 F 福岡県京都郡苅田

△藤原

田川 F 福岡県田川市
徳山ソーダ㈱

△宇部/小野田

本社 F 山口県新南陽市

△田川/苅田 △鳥形山

戸高鉱業社㈱

△津久見

本社 F 大分県津久見市
明星セメント㈱
本社 F 新潟県糸魚川市
電気化学工業㈱
青海 F 新潟県西頚城郡青海

太平洋セメント㈱
上磯 F

北海道上磯郡上磯

住友大阪セメント㈱

宇部三菱セメント㈱

日鉄鉱業㈱

栃木 F 栃木県安蘇郡葛生

青森 F 青森県下北郡東通

鳥形山 F 高知県須崎市

大船渡 F 岩手県大船渡市

岐阜 F 岐阜県本巣郡本巣

岩手 F 岩手県東磐井郡東山

津久見 F 大分県津久見市

熊谷 F

埼玉県熊谷市

伊吹 F 滋賀県坂田郡伊吹

横瀬 F 埼玉県秩父郡横瀬

東鹿越 F 北海道空知郡南富良野

埼玉 F

埼玉県日高市

赤穂 F 兵庫県赤穂市

伊佐 F 山口県美弥郡伊佐

尻屋 F

青森県下北郡東通

藤原 F

三重県員弁郡藤原

高知 F 高知県須崎市

宇部 F 山口県宇部市

井倉 F

岡山県新見市井倉

土佐 F

高知県高知市

唐沢 F 栃木県安蘇郡葛生

苅田 F 福岡県京都郡苅田

小野田 F 山口県小野田市

山口 F 山口県長門市

東谷 F 北九州市小倉区

津久見 F 大分県津久見市

山元 F 山口県美弥郡秋芳

黒崎 F 北九州市八幡西区

佐伯 F

八戸 F 青森県八戸市

大分県佐伯市

三井鉱山㈱
田川 F

福岡県田川市

