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古代・北東北の朱と漆

JR 東日本車内誌『トランベール』
（2006 年 4 月号）より転載 : 富山県作成地図

これかわ

青森県八戸市の 是 川 遺跡は、青森市の三内丸山遺跡と並び北東北の縄文遺跡として有名です。
に

い

だ

かざはり

この遺跡名は、堀田遺跡・中居遺跡・一王寺遺跡の総称ですが、新井 田 川を挟み 風 張 遺跡も
6 0 0 0 年 前 ～ 2 3 0 0 年 前

あり、縄文前期から晩期 の遺跡と言われています。この遺跡が有名なのは、円筒土器や籃胎漆
器、木製の弓や腕輪等の出土品の多彩さで、出土品の中には、黒漆や赤漆を重ねて塗った竜ヶ
らんたい

かずら

岡式土器や、竹を編んだ入れ物に赤漆を塗った 籃 胎 漆器、植物の 蔓 を丸めた腕輪に黒漆や赤
漆を重ねた製品等、赤/黒色の漆で彩られた品々があり、それらは紀元前 3000 年前の縄文文化
を代表する“漆工芸”として『八戸市縄文学習館』に展示されています(右下写真)。
BC2000-BC1000

又、それに加えて、是川遺跡が有名なのは、縄文時代 後 期 の紀元前 1000 年頃の竪穴住居
から炭化米が発見されている事で、この炭化米が是川で栽培され収穫されたものとすれば、弥
生時代に初めて日本列島に稲作がもたらされたとするこれまでの“歴史”の見直しが必要とな
る大きな発見となります。

学習館前の新井田川

さて、興味深い事に、松田壽男氏は『古代の朱』の中で、
是川遺跡があった所は、かって、朱(水銀朱)の産地だった
と書いています。但し、本の中では、どこでその朱を確認
出来たかどうかが書かれていないのが残念なのですが、
、
。
ちなみに朱とは、水銀と硫黄から成る化合物の硫化水銀
(HgS)の事で、朱砂/辰砂/丹砂とも呼ばれる美しい赤色の鉱
物を指します。是川遺跡を訪ねると、遺跡は新井田川沿い
八戸市縄文学習館

に在ります。この｢新井田｣という名前は、日本各地に在る
に ．
しゅ
“丹生(にう・にゅう)”地名、つまり、「丹 ・朱 ｣に纏わる地名

展示品

から来たと思われ、遺跡に建つ縄文学習館の字地名は“赤沼”
です。それは、この地で“朱”を産した事から付いた地名と
思われますが、遺跡周辺の新井田川には綺麗な水がよどみなく
流れ、かってここに“朱”があったとする痕跡は確認できませ
んし、上流をさかのぼって見ても、仁義山とか朱に関わりがありそうな
地名はあっても、朱を含んでいそうな地層は目につきません。
さて、赤漆の彩色については、朱を使用する場合と、ベンガラを使用
する場合がありますが、学習館に展示してある櫛や土器の赤漆につい
てはすべてベンガラに依るものとしており、八戸市博物館発行の
『縄文の美』に於いても、それらはベンガラとしています。
しかし、2007 年 12 月 2 日に八戸市で開催された「2007 是川縄文
シンポジウム」のポスターに載った右頁写真の出土品は、ベンガラの
くすんだ赤色とは違う、朱を原料とした赤漆色と見える彩度の高い
赤色で、八戸市教育委員会発行の『是川遺跡縄文漆文化』は、その壷
BC1000-BC300

を縄文 晩 期 の土器で『朱を塗ったものらしく、壷全体に赤い

『2007 是川縄文シンポジウム』ポスター

色が残っている。
』と書いています。又、青森県埋蔵文化財
調査センターの『研究紀要(20 周年特集号)』は、是川中居遺跡の土抗墓(後期末葉‐晩期)で水銀
朱が発見された事を報告しています。
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興味深い事に、是川遺跡のような赤い彩色の漆器事例は、ここ是川遺跡だけでなく、
『三内丸
山遺跡』のホームページ掲載写真にも見ることができます。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ“三内丸山遺跡”より転載

三内丸山遺跡は約 5500 年前～4000 年前の縄文時代
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前 期 中葉から 中 期 末にかけて青森市近郊の丘陵に作
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られた大集落跡で、遺跡にはたくさんの竪穴式住居・掘
立柱建物跡、大量の遺物が捨てられた谷、大規模な盛土、
土坑墓、土器作りの為の粘土採掘穴等が見つかっていま
す。遺跡の建物については、大型竪穴式住居は一辺が
32M もの大きさがあり、その築造にあたっては 35cm の
単位で作られたと考えられており、計測の単位を用いて
作ったと推定されています。又、栗が栽培されていたり、
漆の文化があった事が知られていますし、その他、ヒス
イは新潟県糸魚川の物が使用され、黒曜石については北
海道や長野の物が使われ、アスファルトは秋田からもた
らされたと見られており、その時代、広範な交易が既に
行われていた事が判っています。
さて、その赤漆については、右のホームページの解説
文に拠れば、三内丸山の縄文人は 5500 年前から赤色顔
料を使った漆製品を製作していたとしています。
三内丸山遺跡の展示室を訪ねると、そこには遺跡から
出土した朱塗りの木製の櫛や容器等が展示されており、その赤色顔

ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ『さんまる探訪』ﾖﾘ転載

料は津軽半島北端(今別町赤根沢と館員の方に聞きました。)で採れた
ベンガラを使用したものとの説明があります。
しかしながら、櫛についてはそのくすんだ赤色から判断してベンガラの
ようですが、皿については、実物の展示が無かったので推測の域を出ませ
んが、写真から見る限り、その明るい鮮やかな色合いからして朱ではない
かと思いたくなるほどの発色です。
ともあれ、距離にして 100KM 程の所にある同時代の是川遺跡と三内丸
山遺跡に同じような赤色漆器/土器があった事やアスファルト等が使われて
いる事は、その時代、北東北に暮らした人々が同じ文化圏を共有していた
事を物語る事柄です。
ところで、松田氏の『古代の朱』で指摘した、八戸の是川遺跡に残る
“朱に纏わる痕跡があった”との一節は、どのように解釈すれば良いの
でしょうか。
に

い

だ

是川地区には、
“朱”や“丹”に関連する地名として、｢新井田 川｣の他
に ゅ う

に｢荷田久保｣等の 丹生 地名が幾多ある事に気づきます。この事は、八戸
地方は朱が広範に在った地域である事を語っているのでしょうか。
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木造亀ヶ岡考古資料室：
ベンガラ原石と石皿

八戸市内から新井田川上流を遡ると世増ダムに至りますが、この辺りにはセメント原料の石
灰石を露天掘りで行っている『八戸石灰鉱山』等があり、その南隣は南郷村です。
さて、その南郷村に『南郷村立歴史民俗資料館』がありま

八戸市南郷歴史民俗資料館(現在名)資料

すが、その中に次写真のような非常に興味深い展示品があり
ます。(注記：八戸市と南郷村の合併に伴う展示内容の変更で、
今、この展示品は撤去されています。＝2008 年 10 月時点＝）
BC1000-BC300

それは、
“縄文時代 晩 期 ”の時代表示のある、上段にクルミ
と思われる炭化した果実、及び、下段に壷に入ったアスファ
ルトと“ベニガラ”との説明がある赤色顔料が入った 2 個の
壷です(拡大写真参照）
。唯、残念な事に、この赤色顔料がどこ
で発掘されたのかの既述が無く、博物館の人に聞いても詳細
は解らないとの事でしたが、確かに南郷村で出土した物との
事でした。その出土先がはっきりしない事はともあれ、その
展示品について云えば、ベンガラの方は、そのくすんだ赤色
の色から判断して確かにベンガラのようですが(写真上)、もう
一つについては、粒度がそれほどでもないのか幾分くすんでい
るとは云え、ベンガラとは異なるあざやかな朱色を呈しており、
見た処、それは朱の粉末と思われます(写真下)。
そして、更に興味深い事には、その鉱石を細かく擦る為に使

上写真左下を拡大

ったと思われる石皿と石杵が同じく展示されていて、その石皿
の周溝は真ん中が高く周縁部が窪んだ形状から、砕かれ擦られ
た対象物が貯まる構造になっており、その溝には赤い縁取りが
色濃く残り(右写真)、その色も鮮やかな赤色をしており、それ
も朱と思われます。
さて、この赤色の鉱物は単にこの地で石皿と石杵でもって
加工されただけでなく、ここ南郷村で採取されたと見てよさ
そうですが、その採取場所がどこかを特定できないのは極め
て残念です。しかし、朱は、福岡県田川市も香原岳や徳島県
阿南市の若杉山遺跡の事例のように石灰岩産出地の近くで
採れており、南郷村にも石灰石がありますので、その可能性
は大と言えます。
尚、この石皿についている赤片と壷中の“ベニガラ”が、
松田氏が指摘した「是川は“朱”の産地だった」事につなが
る事例としてここに記録しておきたいと思います。
ちなみに右頁写真は、是川で発掘されたベンガラ入りの
小さな壷です。その用途・形状が南郷村及び亀ヶ岡の壺と
よく似ています。

日本の古代 2
『木と土と石の文化』より転載
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上写真中央を拡大

さて、では縄文人はいつの時代からベンガラや朱を知っていたのでしょうか。
BC1000-BC300

ここ南郷村の“ベニガラ”入りの壷は、縄文時代 晩 期 とありますが、三内丸山遺跡の赤漆
事例は紀元前 3500 年前と言われていますので、その赤漆の赤の原材料が朱ならば、少なくとも
BC4000-3000 年

縄文時代 前 期 から、
北東北の縄文人は朱を既に知っていたと推定できる事になるのですが、、、。
沼津貝塚：東北大学

縄文時代の朱の使用事例については、土器等への彩色に幾
例も見る事ができます。例えば、東北大学煉瓦館コレクショ
しゃこうき

ンを見ますと、秋田県北秋田郡鷹巣町の藤株遺跡/遮光器 土偶
や青森県つがる市の亀ヶ岡遺跡/土偶の顔、又、青森県弘前市
と こしない

の 十 腰内 遺跡/土器や宮城県石巻市の沼津貝塚の鉢/骨角製装身
具には、それぞれ、朱で彩色が施されており、それらの製作
年代はいずれも縄文時代晩期とされています。
次頁写真は、藤株遺跡の遮光器土偶です。写真では顔の要
所要所に残る朱がオレンジ色にかすかに映るだけですが、実
物はもっと鮮明で鮮やか朱色です。又、戸田哲也氏の『縄文』
には、宮城県大崎市田尻町の恵比須田遺跡/遮光器土偶の顔、
よ や ま

千葉県銚子市の 余山 貝塚/土偶の頭部、又、東京都世田谷区
鎌田の低湿地遺跡での木製浅鉢に朱で彩色が施されている
BC2000-BC1000

事例を紹介しており、余山貝塚の土偶頭は 後 期 末、及び、世田谷区の

木製浅鉢/『縄文』より転載

BC3000－ B C 1 0 0 0

木製浅鉢は 中 - 後期 のものとしています。とすれば、北東北に限らず、
関東・東北地方に於いては、ベンガラだけでなく朱の使用が日本海岸から
太平洋岸にかけての全域で、どんなに遅くみても縄文時代後期以降の紀元
前 2000 年～1000 年頃には使われていたと推測出来ます。
ここで、参考となるのが、市毛勲氏の『新版-朱の考古学(1998 年)』の
にかわ

論考です。それによれば、朱は土・木製品の顔料として 膠 /漆/粘土に
混ぜて使用され、その産地は日本列島産の天然辰砂と推定しています。
そして、氏は田辺義一氏の研究を引用して、水銀朱塗の遺物が東日本では
『岩手県・福島県・茨木県・栃木県・埼玉県・東京都・千葉県』に、
西日本では『富山県・滋賀県・三重県・和歌山県・徳島県・愛媛県・
福岡県・佐賀県など、
、
、ベンガラの検出に混じって顔料水銀朱が

銚子市余山貝塚出土/『縄文』より転載

発見され、
』と述べて、
『縄文時代後期には水銀朱の顔料利用が始められた。
』とし、『これらの
水銀朱の利用は三重県と徳島県における辰砂の発見と採取・精製の開始を意味している。
』と結
論づけています。その結論付けは、氏の執筆時の縄文時代の朱銀朱生産遺蹟が、1)三重県度会郡
の森添遺跡(後-晩期)、2)同県一志郡の天白遺跡(後-晩期)及び下沖遺跡(後-晩期)、3)同県多気郡の
森荘川遺跡(後期)、4)徳島県徳島市の矢野遺跡(後期-弥生)であった事に依り、その演繹から『東
北・関東地方など東日本に発見される水銀朱は、大和水銀鉱床群域内の水銀朱生産遺構から搬
入されたものと推定できる。
』としています。しかし、八戸/南郷の事例は地元産の朱の使った可
能性が高い事を示す事になり、近畿地方周辺の大和水銀鉱床群域内からもたらされたものとは
限らない事を示唆しています。
4

さて、朱が塗られた遮光器土偶としては、宮城県大崎
市田尻の恵比須田遺跡で発見された土偶も有名です。こ
の恵比須田遺跡の土偶はほぼ完全な形で発見されており、
発見時にはこの土偶にも朱が塗られていた事がわかって
います。その恵比須田遺跡に掲げてある掲示板に依れば、
遺跡の特徴の一つは、縄文時代の早期・前期・中期・後
期・晩期と約 7 千年前から縄文人が同じ場所に絶え間な
く住んでいた事で、こうした遺跡は珍しいと言われてい
ます。
恵比須田遺跡に行くと、そこはラムサール条約に認め
かぶくりぬま

られた野鳥の宿営地である 蕪 栗 沼 を正面間近に望む、
なだらかな丘陵端にあり、一面湿地の広大な原に白鳥を
始め鴨等の野鳥が無数に舞う光景を遺跡場所から眺めら
れます。そして、現在の沼は遠くに見えますが、縄文海
進に伴う往古の沼は眼前まで来ていた為、蕪栗沼はもっ
と広大だったはずで、上流から小田川が沼に注ぎ、沼は
旧迫川と旧北上川を経て太平洋につながっていました。又、淡水貝塚である長根貝塚等が付近
で発掘されていますが、川では貝だけでなく、太平洋からの鮭が上ったはずです。従って、沼
には鳥がたくさん飛来し、川から魚貝類が得やすい環境はタンパク源の採取に困らない好適地
であったと想像できます。しかも、沼はシカやイノシシを追い込んで捕らえるには格好の自然
の“落とし穴”でした。
ちなみに、平口哲夫氏は『遺物からみた縄文人の食生活』(『味噌･醤油･酒の来た道』所収)
う

の

け

の中で、氏の調査した上山田貝塚(石川県 宇ノ気 町)について、その特徴を次のように要約して

藤株遺跡：東北大学
（朱塗布）

亀ヶ岡遺跡：国立歴史民俗博物館
（朱塗布）

恵比須田遺跡：国立博物館（朱塗布）
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います。
『要するに上山田貝塚をとり巻く 4 キロメートル圏内には、沼・潟・海という多様な水
域と山地丘陵の森林地帯とがすべて含まれており、貝塚はその接点に位置しているわけです。(行
替)

生態系(エコロジー)の分類でいいますと、上山田貝塚のように淡水系を中心として、汽水

系や森林系との接点で営まれる生活というものは、季節的にバランスのとれた食料を確保する
ことができるという利点があります。』と書き、歩いて約 1 時間の生活圏内に多様な生態が確保
できる地点に集落が営まれた理由を簡潔に要約しています。恵比須田遺跡も上山田貝塚と同じ
ような当時の食住の理想環境に極めて近いと思われる場所ですが、それに加えて、近くの旧田
尻町に律令期の多賀城に供給したとされる木戸瓦窯跡があるように土器制作に適した土が身近
はさま

に っ た

にあり、又、伊豆沼と長沼の間に位置する 迫 町 新田 梅ヶ沢は黒曜石産地で、更に、新田地名
は朱が採れた可能性を想起させる、非常に興味深い縄文遺跡です。
遺跡の掲示板は遮光器土偶類の発掘に触れるのみでどのような生活を営んでいたのかを具体
的に描いていないのが残念ですが、しかしそれを補うものとして、佐々木高明氏の『縄文文化
と日本人』があり、それから東日本の縄文人の生活とその有り様を見ると次のようになります。
佐々木氏は、まず、西日本の「照葉樹林文化」に対し、東日本を「ナラ林文化」と位置付け、
このナラ林文化が、冷涼な気候の沿アムール地方や沿海州或いは朝鮮北部にまたがる東北アジ
アにつながる事を指摘します。
『一般に日本列島の西半分は常緑のカシ類やヤブツバキ・シイ・タブ・クスなどの暖温帯性
の常緑広葉樹林、つまり照葉樹林におおわれ、東半分はブナ・ミズナラ・コナラ・クリなどを
主体とする温帯性の落葉広葉樹林、いわゆるナラ林におおわれていることはよく知られている。
照葉樹林帯が海を越えて中国大陸の長江(揚子江)流域から雲南高地を経てヒマラヤの中腹まで
連なっているように、落葉広葉樹林も朝鮮半島中・北部から中国東北部(旧満州)、沿海州からア
ムール川流域にまで及び、また黄河流域の一部にもひろがっている。そこではブナはほとんど
みられなくなり、日本のミズナラによく似たモンゴリナラが広い分布を示しているのでナラ林
帯とよぶことができる。(段替) 縄文文化は基本的にみて、この東アジアのナラ林帯の自然を背
景に形成され、発展した文化だということができるのである。、、、縄文時代の生業については、
け ん か

クルミ・クリ・トチやナラの実などの 堅果 類、あるいはクズ・ワラビ・ヒガンバナ・カタクリ・
ウバユリ・テンナンショウやヤマノイモなどの野生のイモ類の採集・利用や、サケ・マスなど
の漁撈やシカやイノシシの狩猟などが、その文化の中心であった。したがって、これらの食糧
資源の豊富な東日本のナラ林帯が縄文文化の核心地域に当たっていたわけである。また、文化
要素の一つ一つについても、その系譜が東アジア北部のナラ林帯の民族文化に連なるものが少
なくないと推測されている。
』
つまり、縄文文化は、落葉広葉樹林気候を背景に成り立つものとし、又、松花江流域から沿
海州付近に居住していたツングース系の諸部族にその共通性が見られる事を指摘しています。
そして、佐々木氏は、縄文時代の農耕については半栽培が行われていた可能性について、縄
BC4000-BC3000

BC1000-BC300

文時代 前 期 及び 晩 期 の遺跡の在り様から次のように述べています。
『西田正規は鳥浜貝塚の縄文時代前期の資料やその他のなかにクリやクルミが数多く発見され
ることから判断して、当時、すでに集落の近郊では一次林が破壊され、日当たりのよい二次林
6

の形成がすすんでいたと考えた。このような環境のもとでは、クルミやクリのほか、ワラビや
クズ・ヤマノイモ・フキ・キイチゴ・アケビその他、数多くの人里栽培植物がふえ、それが当
時の生産活動を支える重要な条件の一つとなったと西田は推定したのである。』とし、続いて、
BC1000-BC300

『縄文 晩 期 の著名な遺跡である青森県の亀ヶ岡遺跡からは、最近、非常な高い比率でトチの
花粉が発見されている。一般にトチは天然の状態では群生せず、単木で存在するものである。
したがって、トチの花粉が集中的に発見されたことは、人間の手による何らかの保護や管理に
よって、当時、亀ヶ岡遺跡の周辺にトチノキが群生していたことが推定されるわけである。野
生のイモ類ばかりでなく、クリやクルミやトチあるいはカジノキやウルシといった樹木にも保
護を加え、半栽培の状態で利用することが、縄文時代にはひろく行われていたと考えられるの
である。
』と述べて、縄文期に樹木を含めた植物の半栽培がおこなわれていた事を想定していま
す。
そして、更に、紀元前 1000 年頃の遺跡から飼育ブタの土製品
が出土して日本でも後・晩期の遺跡から出ている事を挙げて、ブ
タ(イノシシ)を飼育し、コムギ・オオムギ・アワ・キビ・モロコ
シ等の雑穀そしてソバのプレ農耕と云える栽培を行う文化が東日
本に及んでいたとして、アジア大陸の照葉樹林帯から伝播したと
考えられる「水さらし」の技術や漆の使用、ヒョウタンやリョク
トウ、エゴマなど照葉樹林文化に対比する、北からの文化伝播に
八戸市立博物館：縄文後期

注意を喚起しています。

又、佐々木氏は、遺跡の発掘等の調査結果から縄文期の人口密度が西日本より東日本が高い
事等を踏まえ、照葉樹林と落葉広葉樹林(ナラ林)の西日本と東日本の違いについて、東日本の自
然環境の豊かさが採集社会から農耕社会への指向を必然とさせなかったのに対し、西日本では
農耕への指向を強くしたと指摘します。
『焼畑を生業の基礎とする照葉樹林文化が
日本に伝わったのは、弥生時代の初期あるい
は縄文時代の晩期に水田稲作農耕が北九州へ
伝来する以前の時期であったと考えねばなら
なくなる。おそらく縄文時代の前期の頃に、
プレ農耕段階の照葉樹林文化の最初の影響が
あり、そこで、きわめて小規模な原初的農耕
というものが少しずつはじめられたと思われ
る。といっても、それは経済的には非常に
小さな比重をもつものでしかなかった。
ところが、その後、自然条件の豊かな東日本
では≪成熟せる採集社会≫が発達したのに
対し、資源の貧困な西日本では、しだいに
農耕の占める比重が高まって
いったと考えられる。そうして、

『縄文文化と日本人』
：東アジアの植生とナラ林/照葉樹林文化の領域
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縄文時代の 後 ・ 晩期 には、新たな文化の流入があり、雑穀とイモ類を主作物とする焼畑農耕
を中心とし、その他に小規模な畑作や原初的な天水田などをもついわゆる≪初期的農耕社会≫
が西日本の照葉樹林帯を中心に成立したものと私は考えているのである。なお、そこでは農耕
のほかに、採集や狩猟の役割もかなりの比重を占めていたことは前にも述べたとおりである。
わが国の焼畑農耕の特色の分析とその比較民俗学的研究、とくに照葉樹林文化についての比較
研究のなかから、私はやっとここまで結論を導くことができた。だが、第一章でもすでに述べ
たように、最近では、この照葉樹林型の農耕のほかに、東北アジアのナラ林帯のそれに系譜的
な連関をもつような農耕の要素が、わが国に伝来した可能性が大きいことが指摘されている。
』
と書き、ここでも、東日本に東北アジアからの影響によるナラ林帯農耕が伝播した可能性を指
摘しています。
そして、又、佐々木氏は、縄文時代の交易については、次のように書きすすめます。
『後藤和民(千葉市教育委員会)は、関東地方を中心とする縄文時代の貝塚と集落址との関係を
綿密に再検討した結果、中央に広場をもつ大型の貝塚(いわゆる「馬蹄形貝塚」)は保存食として
の干貝、つまりムキミを大量に加工した跡であること、また、この干貝を交易品として遠隔地
にまで供給していた、というたいへん興味深い推論を下している。』との後藤氏の見解を引用し、
縄文時代に広汎に見られたサヌカイト・ヒスイ等の拡がりだけでなく、身近な資材をも盛んに
交易していた縄文の社会を紹介します。
尚、余談ながら、佐々木氏は、弥生時代の鉄器・青銅器についても言及しており、
『鉄器や青
ほこ

おの

ちょうな

銅器については、鉄器では刀(剣)や 矛 や 斧 や 手斧 の類が中国や朝鮮から伝来したほか、大量
ど う か

の青銅器が主として朝鮮半島から伝えられた。各種の武器(銅剣・銅矛・銅戈 など)や銅鏡などが
た ち ゅ う さ い も ん きょう

おもなものである。その中に細形銅剣や銅製ボタン(銅釦)あるいは 多鈕細 文 鏡 のように、
中国東北部(旧満州)から沿海州に至るナラ林地帯に
栄えた北方系の遼寧青銅器文化に系譜をひくものの
存在することが注意をひく。
』として、ここでも、
ナラ林文化を背景とする東北アジアからの文化の伝播
を強調しています。
ところで、これまで私たちが習ってきた“日本歴史”
によれば、弥生時代はおろか律令制の時代である白鳳
・奈良・平安初期に至るまで、北東北は“蝦夷の領域”
で、中央の支配が及ばなかった地方であったと教わっ
てきています。そして、その律令国家が北東北に支配
権を拡大していく過程については、右の「東北の経営」
のような経年図を設けて、その支配権の北上する様を
学校で教わります。
すなわち、記紀が述べる 658-660 年の阿倍比羅夫の
3 回の遠征をかわきりに、律令体制は 709 年には
東山道・東海道の両道から蝦夷を征討しつつ北上
8
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して、一進一退を繰り返しつつも、暫時、柵戸を北に北にと配して東北支配を進めます。その
さかのうえのたむらまろ

攻防の天王山となった戦いがアテルイと 坂上田村麻呂 に代表される戦いで、788 年、794 年、
801 年の 3 度の攻防です。その最後の戦いで、アテルイは降伏し捉えられ都で処刑される一方、
し

わ

803 年には岩手県盛岡市南の 紫波 に紫波城を設けられるに至り、北東北支配のくびきが打たれ
ます。が、しかし、その後も 200 年余に亘って北東北では律令体制に対する抵抗が続きます。
その間、北東北の蝦夷を掌握した“安倍氏”は、11 世紀に入ると蝦夷の総領となって北上川中
流域の奥六郡(岩手/紫波/稗貫/和賀/江刺/胆沢)を実質的に支配しただけでなく、そればかりか、
当時、境界になっていた衣川(岩手県一関市)を越えて、その南まで支配権を伸ばそうとして、奥
州探題と衝突します。それが“前九年の役”と呼ばれる戦いで、その戦いはその後 10 年余にも
及びます。そして、1062 年に至って源頼家が出羽の蝦夷の総領である清原氏の支援を得る事が
出来た事で、安倍氏一族を岩手でついに滅ぼします。しかし、平安政権は、安倍氏を滅亡させ
た後も、北東北を直接統治しませんでした。平安政権は、源頼家を支援した清原氏を安倍氏に
代わる蝦夷の総領となる事を認め、清原氏をもって東北の統治する間接支配の途を選択します。
この清原氏が平泉の奥州藤原氏の登場に繋がり、その奥州藤原氏は、藤原秀衡をして“蝦夷
の総領”と自他共に認められ、17 万騎の軍団を擁したといわれる程の独立性を保ちつつ東北を
統治し、産金の財力を背景とした独自の繁栄を謳歌します。そして、東北は鎌倉幕府・源頼朝
による奥州藤原氏が滅ぼされる 1189 年まで“蝦夷”の系譜である事を自認する者達が統治する
領域でした。しかし、この奥州藤原氏の滅亡によって、東北は鎌倉時代になって初めて“日本”
に組み込まれたと学校教育で教わります。
さて、こうした“東北経営の歴史”を教わる中で、
アイヌ・蝦夷が縄文文化を色濃く継承する人々であ
ると学べば、是川遺跡のある八戸を含む青森地方に
ついては、前頁の地図を見るまでもなく、12 世紀
末まで律令体制に組み入れられていなかったのです
から、
“律令体制の日本”とは異なる文化圏に位置し、
12 世紀に至るまで縄文文化の延長が続いた歴史だっ
たと理解しがちです。
が、しかし、実際に八戸市立博物館に行き、そこに
陳列してある展示物や解説を読む限り、炭化米があり、
弥生土器があり、古墳/馬具がありと、その内容は関東/中部
/近畿と特に異なるものではありません。古墳の成立過程を
含めて同時期での展開とは言えず、幾分遅いと云えるものの、
一体どこがどう違うのだろうとの素朴な疑問が湧き上がる
のを抑える事ができません。
まず、米については、先に見たように是川遺跡で約 3000
BC2000-BC1000

年前の縄文 後 期 の竪穴式住居から炭化米が見つかって
いますし、又、土器については、縄文から土師器や須恵器まで、
9
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須恵器については飛鳥時代の鹿島沢古墳のきれいな須恵器等が
た ん ご たい

展示されています。古墳については、八戸の 丹後 平 古墳(8 世紀
初)が代表事例で、解説によれば、この古墳群には 100 基以上の
古墳が確認されています。そこからは、6 世紀後半にさかんに
作られたとされる獅噛式三累環頭太刀柄頭(金メッキ青銅製)を
くわ

のみ

筆頭に、鍬 先/斧/鑿 /ヤリガンナの鉄製品や、窯を含めた土師器/
くつわ

須恵器の土器類、轡 等の馬具類に至るまで、古墳時代に多く発掘
されている出土品が同様に見つかっており、畿内に代表される
中央と八戸との“文化”のギャップはとりたてて感じられません。
わらび て と う

尚、蕨 手刀 については、東北独自に見られるとされているもの
ですが、丹後平古墳で蕨手刀が方頭太刀と一緒に出土(7 世紀後葉
～8 世紀前半)している事は、逆に、東北地方の独自性とその共有
があった事が確認される事柄です。
『八戸市史』(1976 年刊行)は、八戸市内の弥生式土器発見に
八戸市立博物館展示資料

ついては鮫町蕪島遺跡の事例をあげ、古墳については鹿島沢遺跡に
ついて次のように述べています。
『古墳文化はまず近畿地方、それに北九州地方や
中国地方で広まり、それから関東地方に波及し、
さらに東北地方へと伝播してくるが、その様相は、
最近の発掘調査によって徐々に明らかにされつつ
ある。 、
、
、古墳時代の東北地方への伝播は、昭和
30 年代ごろまでは、岩手県の中央部、北上側流域

までと考えられていたが、その後岩手県岩手町の浮島古墳群、西根町大更谷助平古墳、それに
八戸市鹿島沢古墳群が発見され、この文化が北上川流域をさかのぼり、さらに馬淵川沿いに北
上してきたことが明らかにとなった。 、、
、岩手県では古墳内部を川原石を小口積にした横穴式
え

づ り こ

ねこ や

ち

え

づ り こ

石室を思われる石室を持つ岩手県和賀郡 江 釣子 村(現/北上市)猫 谷地 古墳群、同じく 江 釣子

村五条丸古墳群のようなものと、埋葬した部分を舟底形に掘りさげただけのもの、平らな長方
形の穴に拳大の礫を敷きつめたものの 2 種類が確認されている。 、
、
、本県の鹿島沢古墳は、、
、
、古墳文化の終末期のもので 8 世紀から 9 世紀にか
長方形に礫を敷く谷助平古墳の類に入(り)、
けて築造されたものと考える。
』と書いています。そして、この古墳で発掘された直刀・瑪瑙勾
ぎょう よ う

玉等と一緒に金銅製の 杏 葉 (馬具の飾りもの)が出土していますが、その杏葉が長野県佐久市の
一本柳古墳出土のものと形態や線刻文様等が酷似している事、及び、一本柳が古くから馬産地
として有名である事から、
『大和朝廷の勢力または文化が 8 世紀頃には、当八戸地方にまでのび
てきていたことは確実、
、
、
』としています。
そして、続けて、鹿島沢古墳に出土する馬具として使われる帯金具や立聞が岩手県北上市の
猫谷地古墳のものと類似している事から、
『在地の豪族であったのか、大和朝廷から派遣された
きたかみ

ま べ ち

畿内地方の人々なのか、
、
、
』と書き、総じて、北上 川から 馬淵 川に沿って北上した律令体制側
の前線派遣任務の人々が八戸にいた可能性を言及しています。又、次に、
“蝦夷征討”の渦中の
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792 年(延暦 11 年)に、在地の豪族と思われる“夷俘”の中から律令国家に協力して官位をもら
った“爾散南公阿波蘇”と“宇漢米公隠賀”の記事が『日本後記』にある事を指摘し、
“爾散南”
がニサツタイ、及び、“宇漢米”がヌカノベと読める事から、彼らが岩手県二戸郡の「仁薩平」
と「糠部」の在地者でありながらの律令体制側へ帰順した者であると推測し、そうした“半侵
攻”が進んでいたとしています。
二戸市埋蔵文化財センターを訪ねると、二戸バイバス沿いで発掘
された中曽根遺跡が馬淵川中流域での大規模遺跡として展示があり、
8 世紀前半を中心とした時期の竪穴住居跡 77 棟、竪穴状遺構 7 基
等が発掘されているのを知る事ができますが、その墓は土抗 15 基、
円形周溝墓 28 基とあります。この中曽根遺跡は仁薩平氏の住んだ
後であったとする想像はおかしく無いのかもしれません。
さて、八戸市史の述べる視点で八戸の丹後平古墳や鹿島沢古墳の
豪族を考えるなら、8 世紀末の八戸は律令体制外にあったはずです。
又、隣の二戸郡も然りです。ですから、古墳文化の担い手である
豪族が律令体制側であれば蝦夷側から当然攻撃されたはずですが、
そうした攻撃された跡が古墳の遺跡に見られない事は、律令体制側
では無かったとも推測できます。従って、八戸博物館では丹後平

中曽根遺跡：住居跡/出土土器

古墳群を「蝦夷の館」として紹介している訳です。が、しかし、その古墳で出土した“獅噛式
三累環頭太刀柄頭”が高句麗によく見られる刀の装飾である事や馬具を伴う出土品がある事は
一般に弥生・古墳文化の担い手である事を意味し、
“続縄文文化”で在ったはずの地に、何故に
弥生式土器や古墳があるのかとの“矛盾”が生じる事になり、これまでの二元的な割り切り方、
すなわち、“縄文文化の継承＝アイヌ/蝦夷”及び“弥生/古墳文化の担い手＝律令国家”では、
こうじた状況を整合的に矛盾なく解釈する事が出来ない事になります。
とすれば、そうした事象を解釈できる、もっと柔軟で多様な発想は無いのでしょうか。
そうした“矛盾”を解決する考として、例えば、次のように捉えたらどうでしょうか。
その当時、日本海をはさんだ朝鮮で、6 世紀に加耶が滅び 7 世紀に百済が滅び、たくさんの人々
が日本に渡って来たのは承知の事実です。とすれば、それらの人々の中には九州・中国ルート
だけで渡来しただけでなく、或いは北陸から、そして一部は東北に直接やってきたとは考えら
れないのでしょうか。つまり、それら渡来の人々が西日本で中部日本でやがて同化していった
ように、そのような流れが北東北にも同じ事があったとする見方です。そして、それは 6-7 世紀
に限らず、もっと前から、つまり、八戸市立博物館が須恵器の解説で須恵器の文化は南朝鮮か
ら日本にもたらされたと解説しているように、そうした文化をもった人々が大陸の北から或い
は西から、日本海をはさんで、絶えず、北東北にそして八戸にもやってきて、融合し定着した
とする見方です。
言葉を代えて言えば、これまでの解釈では、東日本に住んだアイヌ・蝦夷と呼ばれた人々は、
縄文の文化のままで 10 世紀以降に至るまでそのままズーと続けたとする“続縄文文化”の視点
で“東北の歴史”は描かれてきているように見えますが、実はそうでは無く、程度の差はあれ、
11

西日本と同じように大陸からの人々と文化の流入を常に受けてきたとする見方です。
先の『八戸市史』の中で、北上川流域と馬淵川流域に点々とある古墳を、中央の律令体制を
体現する勢力が北上したと位置付けている文章があります。これは縄文文化を体現するアイ
ヌ・蝦夷側には古墳文化そのものが無かったとの“通説”の視点を前提にせざるを得なかった
ので、｢各地の古墳は北上川沿いに馬淵川に至る律令体制の支配が北上した｣証左と解釈するし
か無い事になりますが、そう位置づけると、高麗系の系譜を示す獅噛柄頭の付いた環頭太刀を
持つ丹後平古墳の主が蝦夷の勢力圏に在った八戸に住んだ理由が説明できません。しかし、律
令側に属さない古墳文化を持つ人々の渡来と流入が東北にもあって、その融合がアイヌ・蝦夷
にもあって独自の発展を形づくっていたと解釈すれば、その理由が無理なく肯認出来てきます。
さて、下図は古代東北の稲作と主な古墳の事例を示したものです。
このうち、会津の大塚山古墳については、一般に記紀が云う、崇神天皇が四道に派遣した将
軍の北陸方面の大彦命と東海方面の武渟川命がここで出会った事から付いたとされる会津の地
名の謂われからして、古墳の主は大和朝廷に繋がる人の墓と一般に解釈されているようですが、
金達寿氏は『日本の中の朝鮮文化』の中でこれらの古墳の発掘品が古代朝鮮から渡来したもの

と指摘する他、奈良・京都に位置する畿内政権の国家形成が始まるのは 6-7 世紀であるのは「学
界の大勢」として、こうした古墳の存在をして、無前提に畿内政権の支配が及んだとする見方
に強い疑義を唱えています。
ともあれ、同じ会津で大塚山古墳より古い堂ヶ作古墳等があり、それらの古墳に高句麗や新
羅等の文化とされる遺品が見られている事は事実で、東北各地の古墳の成立年は、畿内政権の
東北侵攻前に古墳が造られた事を示しています。
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そして、現在、各地で行われている発掘の成果は、弥生
時代中期以降の多くの水田跡を福島県や宮城県で発掘して
おり、奥州市埋蔵文化財調査センターはその事を『こうし
た灌漑用水路を持つ水田に代表される農業様式が古墳時代
の首長の存在を生み出す源になった』と位置づけています。
つまり、その事は、東北をして縄文文化の継承地として
のみ捉える見方を否定すると共に、東北にも“弥生文化”
田舎館村博物館：垂柳遺跡/水田跡)

があった事を発掘の成果は実証しています。
いなかだて

た れ やなぎ

右上写真は、青森県南津軽郡 田舎館 町の約 2000 年前の 垂 柳 遺跡の水田跡の風景ですが、
この水田は、その区画の大きさと云い、畔や水路の格好と云い、弥生時代の稲作水田として著
名な静岡県清水市の登呂遺跡とそっくりです。又、出土品に機織りに伴う紡錘車の出土等があ
る事も同じです。しかし、登呂遺跡は弥生時代後期の遺跡とされているのに対し、ここ青森の
垂柳遺跡の稲作はそれ以前の時期に始まっていたとされていますから、関東地方よりもっと早
く稲作が行われていた事になります。尚、同様の弥生時代遺跡である弘前市・砂沢遺跡は、垂
柳遺跡よりもっと時代が遡り 2300 年前頃と想定されていますから、弥生時代初期から稲作が北
東北で行われていた事になります。
右の「稲作の広まる過程」は、2009 年 3 月の新聞に掲載された国立
歴史民俗博物館の最新研究成果を紹介した記事です。それに依れば、
稲作開始時期に各地で出土した土器の放射性炭素による年代測定から、
稲作伝播のルートが推定できるとの立場から、その過程と年代を図示
したのが右図になります。しかし、この捉え方は、稲作の伝播が西九州
へまず入って全国に拡がるとする１ルート説に立脚した考え方です。
しかし、これまで見てきたように、黒潮の流れからすれば、大陸の文化
は北九州だけに伝わっただけではなく、日本海のルートで山陰・北陸・
東北にも同じように伝わったと考えられますし、その日本海を介した
伝播は何百年の時間の流れの中で絶える事無く在ったはずですが、
そうした視点は一切考慮されていません。従って、BC1000 年の是川
遺跡の炭化米は“棚上げ”のまま括られています。
又、記事は、稲作の伝播が図の様であれば“鉄の登場”は稲作
開始の時期より遅くなり、これまで定説となっていた“稲作と鉄の

朝日新聞：2009 年 3 月 31 日

弥生時代”の捉え方は再考の要があるとのを提起する一方で、縄文期の東北の稲作は『経済的
価値は小さかった』とする記事が載っています。
ともあれ、弥生時代の水田が北東北で発掘されたとは言え、大正/昭和の時代でさえ冷害に苦
しみ、稲に代わる稗を主に栽培していた北東北の歴史を見れば、その稲作が弥生時代後もずー
と行われたのかどうかの検証は今後の研究に待たねばなりません。
では、“稲作”が弘前平野の岩木川流域で発見された事実に対し、“鉄”は北東北でどのよう
な展開があったのでしょうか。
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右図は『日本歴史地図/22 製鉄遺跡』から、北東北
の部分を転載したものです。これを見ると津軽
半島のほぼ全域に製鉄遺跡がある事がわかります。
その中で赤丸は「飛鳥-平安」期の製鉄遺跡となっ
ていますが、長谷川熊彦氏は『わが国古代製鉄と
日本刀』の中で、森田石神の遺跡について、次の
ように述べています。
『青森県西津軽郡(現：つがる市)森田村石神に
ある製鉄遺跡は、
、
、発掘調査された。住居址の
相当する上屋があり、その内部に炉の基礎底が
発見された。この炉底は北面長さ 1m 北東 40cm、 『日本歴史地図：22 製鉄遺跡』に水田遺跡を加筆
高さ 30～35cm、三方は部厚い壁でかこまれた長方形の炉形を示している。
ふいご

東方壁の下に小孔が貫通し、鞴 送風が行われ、炉の内部は一部破損されているが、比較的に保
は

じ

き

存はよい。炉の底は平らで砂がしかれ、炉内には鉱滓がつまっている。この竪穴から 土師器
の盤 2 個が発見されたことから、この製鉄址の年代を弥生時代末から古墳時代と推理されてい
る。
』と書いて、弥生時代末-古墳時代に製鉄が行われたとしています。
氏は、その森田石神の他に、八重菊にもタタラ炉の発見があった事を記すと共に、1)その原料
が砂鉄である事、2)岩木山が爆発して砂鉄が大量に混じった火山灰が西津軽郡に砂鉄鉱床を作っ
た事、3)岩手山周辺にタタラがこの他にも発見されている事等を指摘し、
『弥生時代末から東北
地方における鉄の生産は相当進んでいたものと思われる』
と製鉄が行われた背景とその技術の高さを推し量っています。
氏は、これらの製鉄遺跡に土師器が出た事から弥生時代末
と指摘していますが、岩木山を望む津軽平野一帯に残る製鉄
遺跡の今後の発掘成果次第によっては、もっと時代が遡るの
かもしれません。ともあれ、稲作の持続的継続があったかど
うかはともかく、稲作遺跡と製鉄遺跡が津軽平野に一連に見
られる事を見れば、畿内政権に依って始められたのでは無い、
独自の製鉄の発展が確かにあったのです。
堪忍沢遺跡/第 12 号製鉄炉(10 世紀)秋田鹿角市：

唯、ここで留意しておきたい事は、関東以西の
弥生時代には、銅剣や銅鐸等の青銅器鋳造、及び鉄

鹿角市鉱山歴史館にて

柴田氏『鉄と俘囚の古代

史』で示す鰺ヶ沢遺跡(10 世紀)の製鉄炉と同形

と青銅が絡み合って展開している様が認められる
のに対し、北東北ではその形跡が明瞭に確認できない事です。しかし、吉田東伍氏の『大日本
す な ご

せ

地名辞書』には、中津軽郡西目屋村 砂子 瀬 (弘前から西南に約 30KM)で古くは大同年間(806～
809)に開かれたとされる銅山があったとしていますので、青銅器の展開の素地が全くなかった
とは考えにくい土地柄です。尚、先に佐々木氏の言及を見たように、北方系の遼寧青銅器文化
は北九州を中心とした地域だけに伝わっただけではなく、北東北に青銅器文化が伝わったとし
てもおかしくは無いと思われるのは、表紙に掲げた地図が示す様に親潮の流れる日本海を挟ん
で中国・東北地方及びシベリア東沿岸部との対峙です。
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さて、国際日本文化センターの安田喜憲氏は 1999 年の日本海学講座で『環日本海文化圏構想』
晩氷期 斬暖期（

の題名で特別講演を行っており、その内容
がホームページに掲載されています。
それによれば、三内丸山遺跡が発展
した 5000 年前という時代は、縄文海進
温度が 2～3 度高かった 6000 年前の
暖かい時代から寒くなった時代で、その
時期に三内丸山遺跡が発展したと指摘
ますが、それに際し、氏は日本海で隔て
た対岸の中国・遼寧省から内モンゴルに
こうざん

かけて「紅山 文化」と呼ばれる新石器

）
BC2550/2050~AD450

文化が約 7000～6000 年前頃に発展して
いた事に注目します。言うまでもなく、
この地方はナラ林文化帯に属し、そこ
さ かい

の 査 海 遺跡の人々はクルミ等の落葉
広葉樹の中、主として粟を栽培し、
縄文土器と同じような土器を作っていた
事がわかっています。そして、積み石塚の

『縄文文明の環境』

墓の中から猪の顔をした竜が出ている事や

「晩氷期以降の気候変動と文明の盛衰」

大地母神の象徴の女神の神殿がある事にその

(安田喜憲氏 1996)より

文化のキーがあるとしています。そして、
その紅山文化が 5000 年前の気候の寒冷化に
よって崩壊したと安田氏は述べます。つまり、

『照葉樹林文化』
「花粉分析による時期区分」
(松田松雄氏 1967 年より)

[注記：安田氏の変動

の捉え方と異なる事が気になり併記]

内モンゴルでは冬に‐20～‐11℃になるまで
温度が下がり、森等の環境が急変した事から、そうした気候変動を避けて、人々は南下したと
氏は想起します。その多くは長江に逃れ、そして、その一部が日本海を渡り三内丸山遺跡を作
り、或いは、新潟/長野の火焔式土器を作ったと安田氏は推測しています。そう考えると、紅山
文化の世界観であったヘビ(竜)信仰がヘビを象徴としている火焔式土器に繋がり、又、大地母神
の信仰が縄文遺跡で女性の土偶が多く見られる事に繋がると
指摘します。又、こうした精神文化の繋がりだけでなく、紅山
文化に見られる円筒土器や積み石塚が三内丸山遺跡にある事を
氏は指摘しています。
又、氏は、北方からの文化の流入だけでなく、南方の文化と
の関わりについても言及します。その代表事例が福井県三方郡
三方町の鳥浜貝塚遺跡で、貝塚と漆製品の出土で有名です。
ろっかく ふ

氏は 6000 年前の地層から鹿の角である 鹿角 斧 がこの遺跡で
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日本美術全集ﾖﾘ転載：入江遺跡(滋賀県)

）
BC7550~2550/2050

します。では、それは何故かとなり

温暖期（

） 減暖期（
BC9050/8050~7550

と云って海面が現在より 2～3M 高く、

か

ぼ

と

出土した際にその用途が解らずにいたらしいのですが、同じ鹿角斧が中国の 河姆 渡 遺跡(7000
年前から稲作が行われていた所として有名です)で土を耕す道具として使われていた事を知り、
その文化の伝播を推定すると共に、鳥浜貝塚遺跡に於いて照葉樹林文化であるエゴマ・ヒョウ
タン・麻・リョクトウといった作物が栽培されている事は、日本海をまたぐ海の航海ルートが
既にその時代に確立していた事の証しとし、長江流域からの影響はその交流があった表れとし
ています。
氏はこうした海を超える営為が 3500 年前の“羽根の冠をかぶった人々”が照葉樹林文化をも
って長江流域から日本にやってきて、日本海
流域では“越人”になった事に繋がると推測
しています。つまり、再び、大きな気候変動
が約 3500 年前頃にも起きて、その寒冷化が
揚子江流域で発展した河姆渡に代表される長江
文明を発展させてきた人々を雲南に、或いは
日本に渡来させ、そうした人が日本では“越人”
になったと述べて、その歴史的転換を起こした

森浩一氏『日本神話の考古学』より転載

背景が気候の変動にあったとします。
又、安田氏は縄文文化と照葉樹林の関連について、
『環境考古学事始』の中で次のように述べ
BC11000-BC8000

BC8000-BC4000

ています。興味深い指摘なので引用しますと、
『縄文時代 草創期 や 早 期 前半の人々は、ほと
んど照葉樹林とは関連をもたなかった。西日本の人々が、カシやシイの茂る森と共に生活を始
BC4000-BC3000

めたのは、縄文時代 前 期 に入ってからである。しかし、当時の照葉樹林は拡大期の最中にあ
り、西日本一帯が、びっしりと照葉樹林におおわれるといった風景ではなかったろう。照葉樹
BC2000-BC1000

林が現在の分布域に達し、安定した極相林として落ちついたのは、縄文時代 後 期 の頃である。
この意味からして、照葉樹林文化をはぐくみ得る生態的なバックグラウンドが形成されたのは、
縄文時代前期であり、照葉樹林文化地域として成熟しえたのは、縄文時代後期に入ってからで
あるといえる。(行替) このように見てみると、照葉樹林文化は、縄文時代に当初から根ざした
文化ではなく、外来の付加的要素の強い文化と言える。縄文文化は、落葉広葉樹林の伝統に根
ざした文化として出発し、当初は照葉樹林とは何ら関係をもたなかった。縄文時代前期以降の
照葉樹林の拡大にともない、照葉樹林文化の要素が新しく縄文文化に付加されたとみることが
妥当ではないか。』と述べて、縄文文化は落葉広葉樹林であるナラ林文化を母体としている事を
強調しています。
こうして安田氏の講演に接した上で、改めて先の佐々木氏の論考を読み返すと、はからずも
両氏共に、2 度の大陸からの新しい流入の影響に依って、日本列島が新しい歴史を大きく歩む事
を指摘しています。その一つ目は縄文前期に於けるナラ林文化と照葉樹林文化でのプレ農耕文
BC1000-BC300

“初期農耕社会”を中
化の始りで、次に縄文後期/ 晩 期 での焼畑農耕を伴う、佐々木氏の言う、
心とした文化の開始です。
そうした視点を踏まえて、冒頭に見た三内丸山遺跡のホームページの解説を改めて読んでみ
ると興味深い事実に気づきます。それは遺跡の建物についての記述です。解説に依れば、大型
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竪穴式住居は一辺が 32M もの大きさで、
35cm の計測単位を用いて作ったと推定されています。
こ

ま じゃく

と う ぎ しゃく

一尺=35.6cm)
が、
その 35cm の単位は、高麗 尺 と呼ばれる 東魏 尺 (中国の東魏が 536 年に制定、
にほぼ相当しているのです。この高麗尺とは日本では大宝律令期に大尺として使われていた訳
ですが、この高麗尺の単位が三内丸山遺跡で使われていたとすれば、この尺は東魏があった大
陸の黄河流域中心にずーと昔から使われていた可能性があり、そして、その文化が約 5500 年前
BC4000-BC3000

BC3000-BC2000

～4000 年前の縄文時代 前 期 中葉から 中 期 末にかけての三内丸山遺跡に既に入ってきてい
た可能性すらある事になります。
次に、留意しておきたい事は、水田が見つかった東津軽郡外ヶ浜町平舘の今津遺跡で多数の
製塩土器が見つかっている事です。この出土土器について、青森県埋蔵文化財センターの『研
究紀要』は、縄文後期の項で、
『海水を煮詰めるための平底の粗製土器で、器形・大きさ・製作
れき

技法がわかる高資料である。しかし、この遺跡で何より注目を集めたのは、中国古代の「鬲 」
れ き じょう さ ん そ く ど

き

』
に類似した壺型土器で、底部に袋状の太い足を 3 本もつ「鬲 状 三足 土器 」の出土であった。
と書いて、大陸との関わりについて言及しています。
ここで視点を変えて、北東北に在る寺の創建由緒を見てみますと、青森県平川市碇ヶ関にあ
こくじょう

る 国上 寺(古懸不動尊)は飛鳥時代(6C 末～710 年)創建の言い伝えがあり、その始めは阿闍羅山
こ が け

中に建立し、後に碇が関村大字 古懸 に移築したと伝えら
だいえん

れています。又、同じく青森県南津軽郡大鰐町の 大円 寺
は延暦年間(782~806)の創建伝承があります。しかし、
これらの創建年代は、仏教の伝来は“畿内”を中心とし
て日本に伝えられたはずとの見方が“通説”ですので誰
も本当としていません。が、それが本当とすれば、当時
の中心である奈良諸寺の創建(飛鳥寺：588 年、法隆寺：
607 年、薬師寺：680 年)に対置される事柄です。どこ

古懸不動尊

までそうした創建年代が本当かは定かでないとしても、青森県の国上寺や大円寺だけでなく、
岩手県二戸郡浄法寺町の天台寺にも 8 世紀創建の寺伝が残っている事は、北東北の仏教伝来が
律令体制の東北侵攻に伴って伝えられたものでは無い可能性を示唆しています。ちなみに、興
味深いのは、その大円寺に坂上田村麻呂が祈願したとの言い伝えがある事です。もしその言い
伝えが本当なら、これこそ“東北侵攻”前に仏教が北東北にあった一つの証しになります。
こ が け

更に、興味深い事は、柴田弘武氏の『鉄と俘囚の古代史』に依れば、古懸 には古舘遺跡、大
おほたいら

鰐町長峰には 大平 遺跡と呼ばれる製鉄遺跡がそれぞれ見つかっている事です。これらは岩木山
山麓に広がる幾多の製鉄遺跡群の一つです。つまり、この事は、製鉄に関わった人々が何らか
の形でこれらの仏教と繋がっている事を示唆しています。何故なら、製鉄に携わる事に依る富
の蓄積と新情報への受容力が新文化である仏教寺院を建立した力となったと考えられるからで
す。(ちなみに、柴田氏は、律令国家の東北侵略は「その鉄と技術」を求めたが故の侵攻だった
と位置付けています。)
こうした事例は他にもあり、例えば、尾去沢鉱山の発見です。秋田・鹿角市の尾去沢鉱山の
発見は“伝説”では 708 年と伝えられており、又、748 年に尾去沢田郡の産金が奈良の大仏に
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使われたとの話も伝えられています。8 世紀初頭は、先にも見たように、北東北は“続縄文時代
が続いた地域”と位置付けされていればいればこそ、その発見は単なる“伝説“としてしか語
る他無いことになりますが、しかし、それが事実であれば、これも律令体制による東北侵攻前
の出来事です。このように「北東北 = 続縄文文化」とのみ位置付ける従来の見方から解き放さ
れて、実際の有り様を捉え直す作業が、切に、今、求められていると思います。
さて、八戸を代表するお祭りは『えんぶり』で、それは毎年
2 月に行われる豊年祭です。現在も八戸市を中心に 30 数組が
し ん ら

えんぶりの舞いを奉納しますが、その奉納する神社は『新羅
神社』です。この神社の創建は由来によれば、江戸時代延宝
6 年(1678 年)の八戸南部 2 代目藩主(南部直政)によって建て
られたとされていますが、丹後平古墳と新羅神社の距離が
近い事は古くからの何らかの関連を示しているものかも知れ
ません。実際、この祭りで被る鳥帽子は馬の頭を模したと

言われていますが、朝鮮も同じ格好の帽子を伝えている事は、
そうした推測を助ける事柄です。
とすれば、東北の八戸にも、中部・関東・北陸と同じよう
に、
“大陸”からの文化の流入は弥生時代・古墳時代に留ま
らず、昔から絶えずあったと考えてもおかしくは無く、稲作
を示す炭化米が見つかったのも、以外でも何でも無い事に
なります。そして、その事は、長江流域から照葉樹林文化を、
沿海州地方からナラ林文化が日本海を経てもたらされただけ
でなく、朝鮮半島からは、須恵器や環頭太刀から馬具に至る

えんぶりの舞い：2009 年八戸

文化を八戸に伝わった事を語っています。そして、旧来の人と新着の人が時代時代に於いて暫
時混じり合い溶け合い独自の文化を育みつつ、八戸を作っていったと考えてもおかしくない事
を、遺跡の発掘品は言っています。
では、これまで見てきた事を踏まえ、次に、是川遺跡や亀ヶ岡遺跡の漆塗の
顔料となったベンガラや朱について見てみます。言うまでもなく、漆塗の文化
は照葉樹林文化を代表する事例の一つとして理解されている文化です。
ひしゃく

右写真は、タイ・サナブリ市で買い求めたお土産品の 柄杓 で、それにはココ
ナツの実半分が使われ、漆が塗られています。大西長利氏の『漆』に依れば、
タイ・ミャンマー・ベトナム等の国の漆文化は、中国の揚子江流域で発達した
漆文化が『複雑な民族の消長、分裂、交代の歴史をたどり、しだいに南下して
いったと考えられている。
』と書き、漆文化の源流は南方からではなく、中国
の長江流域からとしています。又、中尾佐助氏は『続・照葉樹林文化』の中で、
ベトナム・タイ・ミャンマー・ブータンの漆はハゼノキから採ると指摘し、
中国・日本が漆の木から採るのとは異なる事を述べ、更に、その起源は
タイの土産用柄杓
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どちらが古いかは解らないとしています。つまり、漆は照葉樹林文化に依って培われたものか
どうかについて疑問符がついている文化です。しかし、とは云え、漆の木は、図鑑『樹木(保育
社)』に依れば、中国及びインドに産する落葉高木とあり、その事は、漆は北方からではなく、
南方から伝播した事を物語っています。ちなみに、日本の森に自生するヤマウルシやツタウル
シから漆は取れませんから、漆の木は日本に伝播された文化です。
現在、発見されている世界最古の漆塗木工品は、約 7000 年前の河姆渡遺跡で発見された「朱
塗り椀」です(右下写真)。
その椀を見た大西氏は、椀の持つ様式美が、高台の内側を刳り抜いている事を見て、
『このよ
うな様式は、この椀に限って突然生まれることはまず考えられない。必ず発展段階の永い時間
を経て、はじめて到達する形である。この椀の背景にはさらに遠い漆文明が見えてくるような
気がする。
』と述べ、
『この椀の素地に注目しよう。
ロクロの技術が開発されてから後は、このような丸い碗
は簡単に成形できるようになった。が、ロクロはこの椀
の生まれた 7000 年も前には、まだなかったとされる
のが定説である。ところが、この椀は真円に近く、また、
裏の高台の位置や付き方の角度も正確そのもので、回転
のみ

体としての形態を完全に備えているのである。石 鑿 を
用い、刳り出して作ることも不可能でないだろう。だが、
私の眼にはそうは見えなかった。私自身のロクロの技術
から考えて、どうみても回転させて削り出したとしか

河姆渡遺跡出土の漆塗椀：
『漆』ﾖﾘ転載

思えないのである。漆の塗膜を透して素地の木肌に回転の筋目がかすかに浮き出ていたのが今
も記憶に鮮明である。
、
、
、仕上げは、朱漆を内外両面にかけている。もちろん下塗りは数回塗ら
れている。高台の内側には朱塗ではなく、黒塗りで塗り分けられているのだから驚く。』と、そ
の椀を見た時の印象を語っています。
（唯、大西氏はこの朱塗の素材について、硫化水銀である
朱に依るものか、或いは、酸化第一鉄であるベンガラに依るものかを言及しておらず、更に、
リヤン ジ ュ

同本の中で、硫化水銀の朱を用いた最古の事例として、『中国では長江河口の 良 渚 文化(5000
～4000 年前)遺跡から朱漆を塗った器物の痕跡が見られる。これ以上古いものを私は知らない。
日本では縄文時代後期になると櫛に朱漆を塗る例が多く見られる。
』と書いていますので、氏は
河姆渡の朱塗椀をベンガラに依る朱塗と見ていると思われます。
）
か や べ

さて、日本の漆塗りについては、2000 年に北海道 茅部 郡南茅
BC8000-BC4000

部町(現在:函館市川汲町)の縄文 早 期 の垣ノ島 B 遺跡の土坑墓で
赤色漆が塗られた副葬品が発見され、炭素 C14 の測定結果から、
それは約 9000 年前の漆と推定されています。従って、この漆塗
りの副葬品は、現在的に世界最古の漆遺物となります。この地は
函館市から一山超えた渡島半島の海岸沿いの小高い丘陵にあり、
三田村有純氏の『漆とジャパン』に依れば『発掘される土器の
形から東北北部と共通の文化圏があった』とされている所です。
三田村有純氏：
『漆とジャパン』ﾖﾘ転載
19

その副葬品は墓の主が纏っていた衣服で、頭から膝にかけておおわれた繊維に赤色の塗料が塗
ってありました。それは 1 本の軸糸に、朱塗の細い繊維をまきつけた糸で編んだアンギン織で
できており、
『その塗料には一層目には 18％前後、二層目には 33%前後、三層目は 45%前後の
重量比でベンガラが混入されている。』と、その糸の原料は解らないながら、ベンガラの使用と
明確に指摘しています。尚、氏は、
『土坑からはベンガラの原石とベンガラを焼いた焼土が発見
され、鮮やかな赤色を出すためにわざわざベンガラを焼いていた技術力がうかがえる。出土す
る漆製品と、ベンガラ顔料焼成技術を持っていたことを考えると、ここで漆製品が作られたこ
との証明の一つになると思う。
』と書いています。
この垣ノ島 B 遺跡は、発掘して調査されて後、既に埋め戻されています
し、この漆遺物自体も不幸な事に火災にあっており、残念ながら発見された
当時の形で見る事はできません。しかし、ここで興味深いのは、この垣ノ島
BC3000-BC2000

遺跡から 2 キロ程離れた同じ丘陵沿いに縄文 中 期 の 5~4 千年前の遺跡で
おおふね

ある 大船 遺跡がある事で、この遺跡は推定 1000 軒を超える竪穴住居と盛土
遺構が広がる大縄文集落と言われています。とすれば、その住居数からして、
三内丸山遺跡と同じ位の規模で、しかも同時期の遺跡が津軽海峡をはさんだ
函館側にもあった事になります。ここを訪れて圧倒されるのは、その遺跡で
発掘された石皿のおびただしい数量です。それは、博物館の周りを囲むよう
に無造作に数知れず積み上げられており、説明では『木の実や肉を

大船遺跡埋蔵文化財展示館

すりつぶす道具』とあります。しかし、それらの石皿は、この地で既に
9000 年前からベンガラが使われていたのですから、引き続きその顔料作り
が行われていた事をも推定できる資料なのかもしれません。
それにしても、渡島半島の太平洋岸に面し急にせり立つ丘陵に、縄文
早期の垣ノ島遺跡と縄文中期の大船遺跡の大集落が営まれた事実をどう
捉えたらよいのでしょうか。青森・三内丸山遺跡の場合は、陸奥湾の奥に

巧みに加工された石皿

位置して船は波静かな浜辺に横付けでき、しかも遺跡の丘陵はなだらかで奥行きがあり、広が
りある丘陵地なので、人々がその地を定住地に選んだ理由を理解出来ますが、垣ノ島・大船遺
跡については、近くに小さな港はあっても良港とは言えない上に浜から丘陵へはかなり急な登
りです。しかも、その遺跡の居住空間は、たくさんの人が定住するに相応しい広さは感じられ
ず、なだらかで無い小丘陵です。つまり、前に言及した恵比須田遺跡のヶ所で、平口哲夫氏が
『4 キロメートル圏内には、沼・潟・海という多様な水域と山地丘陵の森林地帯とがすべて含ま
れ、、
、淡水系を中心として、汽水系や森林系との接点で営まれる生活、、、』と指摘した条件に、
垣ノ島・大船遺跡はまさにあてはまるのですが、唯、その丘陵は住空間としての奥行きが無く、
たくさんの人が住むに適した場所とは思えません。しかし、ここに、わざわざ集落が営まれた
事は、何かそこに特別な理由があったはずなのです。
この遺跡に関連して興味深いのは、26 ページの地図で示す如く、
垣ノ島遺跡から南東に 20KM
と離れていない“恵山”に辰砂が在った事です（南武志氏他のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ『日本における辰砂鉱
山鉱石のイオウ同位体分析』に一朱産地としてリスト）
。と云う事は、その石皿群は、恵山の
朱鉱脈の延長として、垣ノ島・大船地域で朱が採取された可能性と繋がっているのでしょうか。
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ともあれ、古代の漆塗用品で有名なのは、一般には、石川県七尾市
み び き

田鶴浜町の 三引 遺跡で見つかった 6 千年前の 3 回塗りの櫛、及び、
福井県三方上中郡若狭町の鳥浜貝塚で発見された約 5000 年前の｢赤色
漆塗り櫛｣です。ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ『若狭・鳥浜遺跡』には、その発見当時の様子
を『取り上げた瞬間は、真紅の櫛だったものが、5000 年後の空気に
触れたとたん、手の中でみるみる黒ずんだ赤色に変色していった』と
その発見当時の驚きと興奮をビビッドに伝えており、又、その赤色顔料
はベンガラとしています。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：鳥浜貝塚より転載

ところで、人はどのようにして、漆の存在、そして、その利用方法を知ったのでしょうか。
それについては、室瀬和美氏が『漆の文化』の中で、次のような魅力ある一節を書いています
ので引用してみますと、、、
『漆の木は六月ともなると淡い白黄色の小さな花を房状に咲かせる。
この花に足長蜂をはじめ小さな蜂達がたくさん寄ってくるのだ。初めは花の蜜が甘いからと思
っていたが、葉や細い枝の漆液がしみ出している部分から漆を吸っている。 、、、足長蜂の巣を
見ると大きな巣が木や軒下に下がっているが、、、徐々に巣が大きく重くなればそのつけ根も丈
夫にしなければならない。そこで漆が役に立つわけだ。』と述べて、漆を蜂が“接着剤”として
使っている事をたまたま見知って、
“漆を獲得した”のではないかとの、極めて興味深い話を載
せています。人が漆を知ったのが、上記のような蜂の働きを観察して知った事で始まったとの
指摘は示唆に富み説得力ある話です。
そして、室瀬氏は稿を続けて、
『(縄文時代)以前の石器時代にも漆は利用されていた。貝塚な
どから鏃が出土されるが、この鏃のつけ根部分に時々漆が付着している。これは石鏃を矢柄に
固定するため接合部分を藤蔓などの細かい紐で縛り、その上から漆をしみ込ませ固めた跡で、
漆は一旦固まると腐ることもなく、溶けることもない。 、、、つまり漆は初めは接着剤として発
見され、使われていたのである。
』と述べて、漆の歴史が縄文時代以前の石器時代まで遡れる事
を述べ、漆の利便性は、接着剤の用途にあった事を指摘して
います。
尚、
“接着”と云う観点で見るならば、南アジアに於いては、
人は“ゴムの木”も知っており、その採取方法と用途の相似性
から見ると同じ文化の根から来ているものかも知れません。興味
深いのは、津軽三味線でその革と本体との接着にはモチ米の糊を
使用しています。この事は、接着の手法が一つでは無くさまざま
の試みが行われ、そうしたノウハウが蓄積され獲得されてきた事
を物語っており、人間の英知が培ってきた文化の多様性と奥行き
の深さを改めて考えさせられる好例です。又、漆の仲間としては、
は

ぜ

殊に西日本に於いては 黄櫨 があり、ロウソク等、漆に似た使われ
方をした事にも留意したいと思います。
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漆の木：秋

しかし、人は漆を接着剤として利用しただけでなく、いろいろの用途に用いています。例え
ば、弓や櫛や器の木製品に塗って耐久性を増したり、色漆を使う事で生活に彩を加えました。
そして、又、漆は人々の日常生活で健康に直結したものでもありました。三田村氏は『漆とジ
ャパン』で、その効能について、漆には抗菌性が有り、水や食べ物を腐りにくくさせたり、細
菌の働きを抑止する働きがあり、故に、漆を乾燥させて薬として使用して排便を促すとか、乳
児の沐浴に清潔を保つ用途で使われたと書いています。この他にも、氏は、韓国での漆の薬用
事例を紹介しており、それに依れば、漆は、胃癌・肺癌・子宮の腫瘍に効果がある抗癌作用、
アルコールの解毒作用、肝臓の保護作用、強壮剤としてのスタミナ源補給、骨髄や関節炎への
効能、胃の消化を助ける効能、利尿剤として腎臓を助ける働き等が認められ研究されていると
み

しています。更に付け加えるなら、漆の 実 自体はろうそくの原料として、又、染料にも用いら
れましたし、茂在寅男氏は篭舟の目つぶし(漏水対策)の用途に使われたと書いています。
ちなみに、興味深いのは、静岡大学佐々木洋一郎氏の研究です。ホームビデオ『三内丸山遺
跡』に依れば、佐々木氏は漆の DNA 解析を通じて、日本の漆に 2 種類の系統がある事を指摘し
ています。その一つはハゼに繋がる漆で、その仲間は中国の漆(河姆渡で見つかった漆)と弘前の
漆が兄弟関係にあるのに対し、浄法寺の漆及び輪島の漆は遺伝子が異なり違う系統に分類でき
るとの指摘です。同じ、北東北で距離にして 100KM 程しか違わない弘前(青森県)と浄法寺(岩手
県)で異なる系統の漆が伝えられているという事実は、北東北に伝播した文化が一系統の流れだ
けでなく、幾つかの異なった流れがあったであろう事を示唆しています。余談ですが、この事
は谷川健一氏が『白鳥伝説』等で言及している、津軽に長脛彦或いは物部守屋の系譜が逃れた
との伝承がある事と繋がるのかもしれませんし、或いは、漆の文化が縄文の時代からあり、そ
の文化は北方から来たであろう事と繋がっているのかもしれません。
ところで、その漆塗りには、生漆を精製してそのまま塗る方法の他に、赤や黒の顔料を加え
塗る、赤漆や黒漆があった訳ですが、そうした色漆塗が縄文時代から行われていた事をどのよ
うに理解したらよいのでしょうか。まず、その“色漆”についての理解を深めるものとして、
室瀬氏の『漆の文化』に、次のような興味深い一連の啓発される文章があります。
『生漆から漆精製によって得られたあめ色の半透明な漆に顔料を加えることによって色漆が
作られる。植物系染料は発色が良く、多くの発色が得られるが、なぜか漆液と化学反応を起し、
乾くとすべて真っ黒になって色漆はできない。しかし鉱物系顔料の
場合は色漆を作ることができる。
』と述べて、漆と鉱物系顔料との相性
の良さを指摘しています。次に、
『黒漆は作り方が二種類あり、油煙や
松煙等の細粒子のいわゆる煤を練り込んで得られるほか、鉄分あるい
は鉄の固まりを漆液に入れることによって、鉄との化学反応により
変化し黒色となる漆の科学的特徴を利用して作る方法がある。後者で
く ろ ろ

ろう

ろ

得た黒漆を 黒蝋 色(蝋 色・呂 色)漆と呼ぶが、この黒漆は顔料が入らない
黒であるため同じ黒でも透明度のある黒色をしている。この鉄と反応
した漆が真っ黒という意味を持つ｢漆黒｣という言葉で表現されている
程、他に例を見ない黒として認識されている。』と黒漆について述べ、
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漆原液：上野/渡邉商店にて

更に、赤漆については、
『近年の化学分析によると縄文時代中期までの赤色漆はベンガラの混入
が多く、後期以降は朱が多く検出されている。中でもパイプ状の粒子形態をしたベンガラ顔料
は、縄文時代前期から広範囲に分布しているようで、パイプ状粒子ベンガラの存在に興味が持
たれている。さらに驚くべきことは、国内での良質のベンガラや朱の顔料が採取できる場所は
限られていたらしく、そのような状況の中で赤色漆の作り方が日本中に伝わっていたことにな
BC3000-BC2000

る。顔料の流通ルートも確立されていたのである。
』と述べて、赤漆の色として縄文 中 期 まで
BC2000-BC1000

ベンガラが多く使われ、縄文 後 期 に鉱物系顔料である朱が登場し、日本で広範に使われた事
を指摘すると共に、ベンガラや朱の採取地は限られていたとしています。
しかし、採取地については、松田壽男氏は『古代の朱』の中で『日本という島は、まったく
水銀鉱床の上に乗っているのではないか、と思うほどである。そのわけは古代の朱産地と確か
めた諸地点は青森県から鹿児島県にわたり、全国的な分布を示すからである。、、
、古代日本で使
用された朱砂は、現地自給を建前としたといいきってよかろう。
』と述べて、ベンガラや朱の顔
料が採取できる場所が身近にあったと主張している事をここで補記しておきたいと思います。
ともあれ、室瀬氏は同著で、漆塗りの鉱物系顔料である朱並びにベンガラについて、稿を改
めて、別の個所で次のように述べています。
『赤色の漆の色調は何種類かあるが、顔料の成分としては 2 種類で
ある。ひとつは硫化水銀を使用した水銀朱で、この朱は古く、縄文時代
後期には使用されており、
、
、
、この水銀朱は火山地帯から採取できる。
水銀と硫黄がマグマの強い圧力と熱により化学反応を起し化合した鉱物
で、この場合真っ赤な色の岩石になる。これを砕いて粉末にしたものが
水銀朱である。この化学反応の際に加えられた圧力と温度が高ければ
高い程比重は重くなり、濃い真紅の色調を呈する。この顔料

辰砂顔料：茨城県天心記念五浦美術館

を我々は“本朱”と呼んでいる。それに対し圧力と温度が多少低い状態
で化合した場合、その度合にしたがい徐々に明るく黄色味を呈するよう
あらい し ゅ

になる。これを本朱に対し“洗 朱 ”と呼んでいる。』と書き、朱の色は
その生成の過程によって濃い真紅から黄色味を帯びる色にもなる事、又、
『もうひとつの赤漆はベンガラと呼ばれる酸化第二鉄の粉末を練り込ん
で得られる色である。黒蝋色漆で述べた鉄は酸化第一鉄で、この鉄と
反応すると漆は黒く変化する。
』と述べて、是川遺跡の出土土器に
見られるような赤漆と黒漆の着色は、鉄分が酸化第二鉄(FeO2)の

木造亀ヶ岡考古資料室：弁柄

ベンガラであれば赤に、酸化第一鉄(FeO)であれば黒で、鉄分(Fe)の酸素との結合如何が色の変
化になるだけで、兄弟である事を指摘しています。
BC1000-BC300

又、三田村氏は『朱とジャパン』で、北海道恵庭市・カリンバ遺跡(縄文後期/ 晩 期 )の墓抗で
出土した櫛や頭飾り等について次のような興味深い指摘をしています。
『赤い櫛やアクセサリーが、墓の中に埋葬されている人物に飾られた状態で発掘された。一
つの墳墓から出てくる漆器の飾り物はおびただしく、死者への権威を象徴するだけでなく、死
者畏敬の念が理解できる。ここで驚愕することは、色相の違う朱色の顔料を持っていたことで
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ある、保存処理をしているため、確かな判断はできないが、ここで見える朱色の色相差はマゼ
ンダ系からオレンジ系まで幅広い。(行替)

顔料としての酸化鉄の中で黄色のゲーサイト

(FeOOH)は、熱処理をすると、四色の色相を呈するという。黄・朱・赤・紫に発色することは、
このアクセサリーの顔料が Fe 2 O 3 の酸化第二鉄(ヘマタイト)でなく、このゲーサイトなのであろ
うか。これは温泉地などで露床しているものなので、そこで手にいれたのだろうか。
』と書いて、
ベンガラの“兄弟”であるゲーサイトが幅広い発色をする事を指摘しています。しかし、ﾎｰﾑﾍﾟ
ｰｼﾞ『北海道カリンバ遺跡墓抗出土品』では、そのカリンバの漆製品について、『漆製品は胎部
に生漆を下塗りし、次にベンガラを中塗り、表面は水銀朱塗布という過程で製作されることが
判明し、縄文時代工芸の水準の高さを知るうえで貴重である。』と書いて、水銀朱がベンガラの
後で上塗りに使われた事を指摘しています。
尚、この事に関連して引用しておきたいのは、市毛勲氏が『朱の考古学』で述べる以下の指
摘です。 『赤鉄鉱(ベンガラ)には必ず水銀が含まれ、辰砂には鉄や砒素などがついて産出する
と言う鉱床学上の事実、
、
、
』と書いて、自然には朱とベンガラが混在している事を指摘していま
す。ちなみに、氏は同本の中で田辺義一氏の全国 40 余ヶ所遺跡出土の 170 余点の試料分析の結
果を紹介しており、それに依れば、その赤色顔料については、
『朱、鉛丹、ベンガラ、アンチモ
ン赤、カドミウム赤などがあり、
、
、
』と述べ、前三者が古くからの顔料と位置付けています。そ
して、その結果については、
『分析の結果、水銀朱のみの朱塗土器は 5 遺跡、酸化鉄(ベンガラ)
のみの朱塗土器は 23 遺跡、水銀朱と酸化鉄の朱塗土器出土遺跡は 2 ヶ所を数えた。
』としてい
ます。この分析結果は、朱とベンガラとの色の発色の違いからすれば当然と言えますが、今の
我々が推測する以上に、古代では朱とベンガラを明確に区別していた事を指摘して います。
に

い

だ

さて、是川遺跡の前を流れる川を『新井田 川』と呼んだのは、いつの頃からなのでしょうか。
東北の地名には、アイヌ語を起源に持つ地名が多くあるように、今は新井田川と呼ばれる川も、
古くには違う名前で呼ばれていたと考える方が自然です。が、その呼び名は、何故か、新井田
に ゅ う

川となりました。このレポートの冒頭、｢新井田｣は、
“丹生 ”から付けられた地名と書きました
が、その川を｢ニュウダ→ニイダ｣と命名したのは、おそらく、朱を丹生と総称した文化をもっ
た人々に依るものです。つまり、それらの人々が八戸に来て、是川地区の朱を見て、その川の
名前を“丹生の川”と呼び、それがいつしか『新井田川』と呼ぶようになったと思われます。
に ゅ う

では、
“丹生 ”とは、どういう意味を持つ地名なのでしょうか。それについては、松田寿男氏
は『古代の朱』で、9 世紀に編纂された『豊後国風土記』の中に、海部郡の 4 郡が紹介されてい
る項に、
『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。
、
、
、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。』と書
いて、丹生は朱(砂)が採れた場所を意味していた事を指摘しています。
現在も丹生の地名が残っている場所は数多く、矢崎澄作氏の『日本水銀鉱床の史的考察』に
依れば、
『丹生の地名の現存しているもののうち、その数において、特に多い地域は、大分県か
ら、高知・徳島・和歌山・三重の各県を通り岐阜県に及んでいるものと、福井県・京都府・滋
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賀県の一円、さらに東方の栃木・群馬・山形の地方である。、、
、これらの地方の小字で丹(にう)
の字を含んだところが数多くあるし、丹生川・丹生野・丹生谷・丹生岳・丹生島・丹生地・丹
にゅうだに

ふなにう

たまにう

生附・丹生苗等と呼ぶもの、丹土・丹原・丹治とか、入・入谷 ・船生 ・玉生 ・仁字・丹保・仁
おにゅう

保・荷尾・遠敷 ・壬生・韮生などの丹生の転嫁したものを含めたならば、百の数を上廻る相当
の数になり、かつその分布も北海道を除く日本全域にわたっている。
』としています。
その丹生地名が 1)弘法大師の伝説を伴っていること、2)丹生神社というお社が存在するか、
嘗て存在したと指摘したのは松田氏で、丹生神社の祭神は丹生氏一族の族長であったニウズヒ
メとされています。この丹生の地名は、
『水銀鉱床が一般に浅所に、かつ小規模にしか産出しな
いために、これを採りつくしてしまうと、その一族は他に移動するか、あるいはこの地を永住
の地に定めるかの、二者選択の事情となる。』との理由に依って、
『丹生の地名と丹生神社の存
在が相伴ってわが国の各地に広がって、、
、』
、その地名を各地に残しました。
その丹生氏がいつ頃に日本の歴史に登場するかについては、市毛勲氏は『朱の考古学』の中
おきなが

で、丹生氏の系譜には、近江坂田郡の 息 長 丹生氏と紀伊丹生氏の二つの系譜の流れがある事を
述べています。そして、
『息長丹生氏は応神天皇の後裔とされ、紀伊の丹生氏は紀伊国造と同族
関係にある。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
つなどは注意される。(行替) 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、息長丹生氏の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。
』としてい
ます。従って、氏は紀伊地方での辰砂(朱)採掘の始まりを 4 世紀頃からと推測しています。
しかし、谷川健一氏は『白鳥伝説』の中で、
『邪馬台国の東遷 がおこなわれる前、大和盆地
とその周辺では鉄や銅や水銀などの原料を採取し、それを鋳造する技術者がかなり住んでおり、
それらの金属工人は物部氏の同族または配下として鉱山を採掘し、それをもって金属精錬をお
こなっていたと想像される。大和盆地の周辺に進出した邪馬台国の首長は、鉱山地帯をおさえ、
金属工人を掌握することによって、大和盆地を支配することが可能になったのである。
』又、
『畿
BC100～ 0 年 頃

0～100 年

頃

内での青銅器の鋳造は、弥生時代 中期 後半 から 後期 前半 までのある段階に、専業の工人集団
が九州北部から畿内に移動して開始された。
』とありますから、とすれば、それ以前の事象です。
この紀ノ川・吉野川流域で朱(水銀)の採取に従事した人々について、松田壽男氏は『丹生考』
(『古代学』所収)の中で次のように述べます。
や

た がらす

すなわち、古事記にある、神武天皇が 八咫 烏 の導きで吉野川に行った際に釣り人に出会う
そ

こ

い

を

ゐ

ヶ所を揚げて、
『其 地 より幸 行 でませば、尾 生る人、井 より出て来たりき。その井に光あり
あ

ゐ

ひ

か

」と答え曰しき。
き。ここに「汝は誰ぞ。
」と問いたまえば、
「僕 は國つ神、名は 井 氷 鹿 と請ふ、
（こは吉野首等の祖なり。
）すなわちその山に入りたまへば、また尾生る人に遇ひたまいき。こ
いはほ

の人 巌 を押し分けて出で来たりき。ここに「汝は誰ぞ。
」と問いたまへば、
「僕は國つ神、名は
いはおしわく

こ

、
、
、
」と答え曰しき。
（こは吉野の國巣の祖。）
』(岩波文庫)の一節に注目し、
岩押分 の 子 と請ふ。
この井光について、松田氏は『井光(井氷鹿)すなわち光のある井戸とは何であろうか。それこそ、
水銀抗の形容ではないか。磐排別(石押分)つまり巌を押分けるとは、どういうことか。まさしく
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それは、岩山に穿たれた横穴式の鉱抗で、おそらく銅抗ではなかろうか。思うに、国巣(くず)
族が銅鉱の採取に従事し、吉野首が水銀または丹砂の採取を特技とし、、、
』と述べて、天つ神の
よしののおびと

系譜に繋がる丹生氏だけではなく、國つ神の 吉野首 の系譜があった事を指摘しています。
そして、松田氏は『古代東北の開発と水銀鉱床の役割』(『古代学』所収)の中では、更に次の
ような興味深い指摘をしています。
『朱砂で名高い津軽の地に、碇ヶ関という土地があり、事実
そこには水銀鉱床の存在が確認された。これは出羽の尾花沢地区に横たわる朱砂地帯に丹生の
名があり、同時にそれに隣して碇という部落があるのと、まったく同類のケースではないか。
かつ両地ともに帯びている碇の字は、、、元来は朱砂の産出に関連する名であるとすれば、そこ
に吉野の井光(イカリ)ないし越前の一光(イカリ)が大きく浮かびあがるのである。、、、思うに碇ヶ
関の水銀鉱山は最近の発見とはいうものの、実は本州における他の多くの場合と同様に、処女
鉱山ではあるまい。それは往古にいちど採取されていたことがあり、その事実に因んでイカリ
という地名が生じたのに、後代になって朱砂の産が廃されたのちは、鉱床の存在すら忘れられ、
またイカリの名の由来にも注意が及ばず、いつのまにか碇の名で表示されるようになったので
あろう。』と書いて吉野族の関連を指摘し、
『、、
、大和朝廷の勢力が出羽に確立したとき、また
それがもう一段と発展して出羽から津軽に進出したとき、それぞれ吉野の井光か越前の一光に
関係のある一群の民がそれに参与していたと考えることができそうである。
』と吉野族の北東北
への進出は律令政権と共にやってきたと想定しています。
つまり、松田氏や市毛氏のように、朱の採掘を吉野族や丹生氏に始まると捉えれば、それは
当然の帰結として、中央権力の東北地方での権力支配確立に伴い丹生氏もその流れの中で八戸
にやってきたと想定する事になります。そして、その事は、少なくとも、早くて 9 世紀以降の、
坂の上田村麻呂の“東北侵攻”以後という事になり、
遅くて源頼朝以降の 13 世紀の鎌倉時代頃となります。
ともあれ、八戸の新井田氏が“丹生氏”と関係がある
のかどうかの専門家の研究を待たれる処です。
しかし、先に見た北東北の鉄の歴史で、東北には
中央と別の流れがあった事が推定出来たように、朱に
於いても、吉野族や丹生氏の前に独自の展開があった
としてもおかしくはありません。
何故なら、松田氏は氏自身の調査研究を踏まえ、
北東北の朱について『古代の朱』次のように述べます。
『いま青森市の南、津軽への峠道(入内峠)の下に
ある入内をむかしは丹生苗と書いたという。そのほか
青森県内では深浦の西に海につきだす入前崎、秋田県
に多い仁井山(二井山)、仁井田(二井田)なども朱産を
思わせる。、
、
』と書き、
『いままで東北六県内での水銀
鉱床といえば、岩手県気仙郡の
蛭子館鉱山と青森県津軽郡の

南武志氏他ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ『日本における辰砂鉱山、
、
』の中で示す朱産地

松田寿男氏『古代の朱日本』で言及/推測している朱産地
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＆縄文遺跡/弁柄産地

碇ヶ関鉱山との両地点が指摘されるにすぎなかった。、、、(しかし、東北の水銀鉱床は)、北は青
森県の下北半島から、構造線に沿って、岩手・宮城両県をぬけ、福島県内の阿武隈山地におよ
ぶ一線、別に、青森県の津軽半島の突端から、南に津軽半島を縦断し、秋田・山形両県の東部
を走って福島県の会津に達する一線との、二つの系列を想定できる、、、』と書いているように、
朱産地は中央構造線沿いの九州・四国・本州だけに在るだけでなく、東北地方に於いても、黒
鉱のライン上に水銀鉱床が在る事を指摘しています。
そして、松田氏は同著で次のように続けます。
『陸奥や出羽の人たちが早くから水銀に馴れ親しんでいた形跡は、先史時代の津軽や南部に
展開された朱の文化にまで遡る。亀ヶ岡土器が代表する津軽の縄文文化や土偶に、朱(硫化水銀)
が豊かに使用されているのを見るがよい。しかも、碇ヶ関鉱山の存在や江戸時代の産朱の記録、
さらに私たちの現地調査によって、津軽一円に水銀鉱床の分布が確認された今日、これらの先
史文化遺品に使用されている朱は、明らかに現地自給のものと断定されなければならない。』
前頁の地図は松田氏が『古代の朱』の中で述べている朱産地とこのレポートに出てきた縄文
遺跡を示したものです。
この地図を見て気づく事は、実に興味深い事に、その縄文遺跡と朱産地がほぼ重なっている
事例が多く見られる事です。是川遺跡がそうですし、三内丸山遺跡も然りです。又、亀ヶ岡遺
跡については、松田氏はそこに朱が明らかに見られると書いて
います。 更に、弘前の十腰内遺跡と竹館鉱山についてもその
重なりを認める事ができますし、垣ノ島遺跡もそうでした。
このように、縄文遺跡と朱産地は不思議なくらい重なって
います。勿論、その関連は 100％とは言いきれないかとも
思うのですが、しかし、その重なりは顕著です。そうした
眼で、改めて地図を見ると、その重なりは、唯単に、縄文

弘前/十腰内遺跡：朱塗り注口土器

時代だけに見られるのではなく、それ以降にも見る事ができます。例えば、弥生期については
弘前の砂沢遺跡及び垂柳遺跡が竹舘鉱山/碇ヶ関(鉱山)に重なると言えますし、それだけでなく、
畿内政権が設営した柵についても同様の事が言えるのです。つまり、畿内政権は仙台東の多賀
城を起点として暫時侵攻していきますが、北東北で設けた幾多の城や柵の中で、少なくとも、
秋田柵、胆沢城、能代柵は朱産地と重なっています。と云うより、この事は機会を改めて書い
てみたいと思っている事ですが、朱産地であるが故に柵/城を設けたと思われる程です。そして、
時代は後になりますが、平泉についても松田氏はそこが朱産地だったとしています。つまり、
朱は縄文期から 11 世紀頃までのおおよそ 3,000 年の間、人々の生活に大きな影響を持っていた
と言えるのです。
こうした遺跡と朱産地の重なりは、実に興味深い事に、北東北だけに見られる事ではなく日
本全国で確認できます。例えば、徳島市の矢野遺跡もそうだと私は推測していますが、その代
表事例の一つは邪馬台国です。何となれば、
『魏志倭人伝』の中で倭国に於いて“朱丹”が採れ
ると書いているのです。ちなみにそのヶ所を以下に引用してみますと、
『朱丹を以てその身体に
塗る、中国の粉を用うるが如きなり。
』(引用以下同じ：岩波文庫)、
『真珠・青玉を出だす。その
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山には丹あり。
』と倭国に丹(砂)が在る事を述べています。丹(砂)は中国では朱の事を意味します
から、朱 and/or ベンガラが倭の山間から採れた事が解ります。又、卑弥呼が魏に朝献した際に
贈り物をもらうのですが、その明細は『、
、
、金 8 両・五尺刀 2 口・銅鏡 100 枚・真珠・鉛丹各
50 斤、
、
、
』とあります。ちなみに、この鉛丹とはミカン色の四酸化鉛を指すと松田氏は書いてい
ます。次に、卑弥呼が 243 年に、再度、魏に使者を送りますが、その際の上献した土産物に『、
、、
生口・倭錦、、
、丹、、
、短弓矢を上献す。』とあります。これから、“丹”は邪馬台国で得られた
産品であった事が推測できます。
そうです、前回のレポートでも書きましたが、朱は唯単に“施朱”に用いられただけではな
く、当時の人々の日々の生活に於いて、大きな比重を占めていたのです。
斎藤きいち氏のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ『丹後の地名』は、丹後地方に於ける朱の“軌跡”を丹念に追った
力作ですが、その中で氏は次のような話を載せています。
『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。
』との土地に伝わる
言い伝えを記し、朱が採れた地に建てられた神社の土を敬っていた人々のつい最近までの習俗
を採録しています。そして、この話は、人々が共有していた朱の有用性がどこにあったのかを
教えています。
まず、朱(水銀)には強い殺菌作用があり、雑菌の繁殖を抑える働きがあります。往古の人々

は、経験上、朱の働きとして物を腐らせるのを遅くしたり、害虫が朱を嫌がる事を知って、
その働きを生活に役立てました。すなわち、防腐剤(殺菌剤)や殺虫剤としての使い方です。
こうした用途は、今の現代社会のような冷蔵庫や保管倉庫が有り、虫や菌が“コントロール”
された社会では想像もできませんが、物がすぐに腐ったり、動物/インセクト/雑菌が人々と
“共存”していた空間に生きていた人々にとって、朱は食物の保存/保護に極めて有用だっ
たはずです。
今日は山間の山奥に行っても、虫の大群に遭遇する機会はまれにしかありません。しかし、
つい 40 年前まで日本では夏に大方の家庭では蚊や虫を防ぐ蚊帳を張りその中で寝ていまし
た。自分の体験で言えば、寝苦しい夏の夜に外に出れば、街頭に集まる無数の虫の乱舞の光
景は当たり前で、それをきれいに思って眺めた記憶があります。又、夏には、朝残った豆腐
は涼しい処に置いておいても、防腐剤の入っていない豆腐はすぐに味がおかしくなりました。
家ネズミが米櫃に入ってそれを何回か捕まえた記憶があり、近所の水たまりにボウフラが湧
いていたり、梅雨に壁にカビが生えたり、そうした生活の光景は身近でありふれたものでし
た。小学校で説明無しに一列に並ばされて、DDT を頭から噴霧させられたのは、その時代
の出来事です。その頃から田んぼにはパラチオンが撒かれ虫は激減しました。又、我が家は
人口 10 万程の市の郊外の一齣にあって、格別田舎であったわけではありませんが、それで
も、家で飼っていた鶏はイタチに何度も夜襲を受けたように“自然”が身近にありました。
こうした生活がつい最近まで日本に在った事を私達は忘れてしまっていますが、ひるがえっ
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て、往古の生活を推し量るなら、原生林に覆われた大地をかろうじて川に沿って分け入り、
そこでわずかな平地を切り拓いて生活すると云うような全くの自然環境に於いて、獣・害
虫・細菌から人々と食物を守り、食べ物の腐敗を遅らせる“朱”はとても有用な“もの”だ
ったはずです。しかも、薬用としても、切り傷、虫下しから、しらくも、解熱、気付け、疲
労回復、精神安定剤等に至るまで幅広い効果がありました。しかも、朱は遠い所からもたら
される秘薬では無く、身近に得られる“万能薬”でした。そして、もちろん、朱は彩色とし
ても、器や建物に塗ったり身体に塗る等の生活に彩りを加えるに際し有用で、それは同時に、
器や建物の寿命を延ばし、器に入れた食べ物の腐敗を遅らせる等の効果もあったのです。
このように、水銀朱(無機水銀)は上記のような有用性から、朱から気化したガスを吸うと
危険と知りつつも、人は生活に不可欠なものとして重宝したはずです。が、しかし、何故に
往古の人々が朱(水銀)をそれほどまでに重用したかは、唯単に日常生活上の“万能薬”とし
てだけの価値ではなかったはずです。
その問いを解く糸口は、たぶん、谷川健一氏の『青銅の神の足跡』から得られます。それ
は氏が繰り返し述べているように、古代に於いては、青銅作りに従事する民と鉄作りに従事
する民が重複しており、青銅も鉄も同じ民に依って作られています。この事は、一見何でも
無い事のように見えますが、青銅の作り方が原材料を溶かし鋳型に入れて作る技術であるの
に対し、鉄の場合は、原材料を溶かして出来た素材をたたき鍛えて作る鍛造で(作り方とし
ては青銅と同じ作り方である鉄鋳物があり、例えば、古代中国では鋳物が主流です。) そ
の作り方の技術が全く違う事を思えば、同じ民に依って行われた事は不思議だと云えなくも
ありません。しかし、そうした作り方の違いがあるにも関わらず、日本の古代の歴史を辿る
と、伊福部(伊吹/五百木)氏等に代表される金属に携わった“技術の民”の存在が有り、その
民は青銅と鉄両方にからんでいます。そして、興味深い事に、その青銅と鉄の“歴史”を辿
ると、何故か、そこに“朱”が見え隠れしているのです。
松田氏は、
『古代の朱』の中で、奥州藤原三代の産金問題に触れる形で、朱から得られる水銀
の役割について以下のように述べています。
『黄金の原鉱石から黄金を分離、抽出するには、ア
マルガム法(混汞法)によるのが、最も容易だからである。これは、水銀が金や銀と任意の割合で
たやすく合金する性質を利用したもので、合金して飴のようになった金アマルガムに熱を加え
て、水銀を蒸発させてしまえば純金がえられ、また金アマルガムを、例えば仏像などの金属製
品に塗りつけてのちに、水銀をとばせてしまえば鍍金できる。』とし、この方法が日本では古く
から行われていた事を指摘しています。そうです、古代の人にとって、朱から得られる水銀は、
原鉱石から金属を取り出すには、アマルガム法は最も容易な技術で、しかも、朱は入手しやす
く身近に有りました。つまり、青銅に代表される銅については、銅は錫・鉛を加えると、縄文
土器を焼く 850～950 度程度の温度を加えるまでもなく 600 度台で溶けて青銅になります。
しかし、水銀を用いて、アマルガム法で作ればもっと簡単に金属を得る事ができたのです。
松田氏は『水銀 5 にたいして錬金 1 の割合でアマルガムをつく、、
、』れば、水銀が溶かさない鉄
/マンガン/マグネシウムを除いた金属、すなわち、青銅や金等がアマルガム法で簡単に得られた
としています。
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では、水銀が溶かさない鉄の場合はどうでしょうか。水銀が鉄原料を溶かせないとすれば、
水銀及び朱は、古代に於いて、鉄作りに役立たなかったように一見思えます。しかも、鉄の融
点は鉄単体であれば 1500 度を超えるので、土器を焼く温度で鉄を得る事は難しかったはずです。
しかし、島根県安来市にある日立金属冶金研究所の清水氏は、古墳後期(6 世紀)までの刀剣 106
点の分析報告に依るバナジウムの含有率の測定から、原料には赤鉄鉱は磁鉄鉱が推定出来たと
し、原料に赤鉄鉱や磁鉄鉱を使用すれば鉄を得る事が出来たとの見解を示しています。(金達寿
氏『日本の中の朝鮮文化』8 より引用)。つまり、赤鉄鉱や磁鉄鉱は融点が低く 900～1000 度で
ふいご

溶けると云われていますので、土器を野火で焼く温度に冬の北風や 鞴 を使えば、縄文時代に於
いてさえ鉄製品を作る事が可能だった事になります。
とすれば、原料に赤鉄鉱や磁鉄鉱を使用した事で鉄を得る事が出来たとして、それと朱はど
のような関連があったのでしょうか。先に見たように朱は鉄を溶かさないとすれば、鉄作りに
携わった民と朱との直接的な関連は無いように思えます。しかし、歴史は、鉄作りに携わった
民の朱とのかかわりを語っているのです。
その疑問を解く鍵は、たぶん、朱(水銀)と硫黄との親和性です。朱は硫化水銀(HgS)で、水銀

と硫黄は結合する事で安定が保たれる特性があるのです。承知のように、鉄の精錬にあたり
硫黄が含まれているとその精錬に悪影響を与えますので、その硫黄を取り除くのに朱は有用
だったのではないでしょうか。そして、硫黄分を少なく出来た事が、充分とは云えない当時
の作業環境下、より良質の鉄を得る状況をもたらした可能性があります。
朱及び水銀がどのように使われ、どの制作過程で使用されたかを、今、述べる事は残念な
がら出来ませんが、この親和性が古代の鉄作りに不可欠のキーポイントだったのではと思い
ます。そう考えると、青銅/鉄の金属精錬に際して、どうして朱が必要だったのかが理解出
来てきます。この推定が的を射ているものなのかどうかを検証するのが今後の課題です。
さて、朱の存在は、私の知る限り、自然界にいくつかの形で見出さ
れるように思えます。それは 1)朱が赤い粒となって石の中に在る事例、
2)石の中に朱を含んだ赤い層がある事例です。このように朱採取の
状況は異なり、又、純度も組成も異物混入度も違います。そして、
砕いて朱の部分を選り分け、それを石皿で細かく摺りつぶしました。
この摺りつぶしの工程は朱の部分と普通の石を選り分けるのに有用で、
又、朱の比重が重い事(比重:8)を利用しての水にさらして

1)事例：ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ鉱物採集道楽 2008.10

朱を選り分ける方法が有効でした。(徳島県立博物館の

より転載 採取地：奈良県宇陀地方

展示はその工程を解りやすく図示しています。) しかし、
水洗いの工程は、唯単に、純度の高い朱を選り分ける為の工程だった
だけで無く、別の意味があったのでは無いでしょうか。それは毒性の
除去と云う点に於いてです。
古泉秀夫氏はﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ『朱砂の毒性』で、硫化第二水銀
は水に殆ど溶けないとし、
『水銀化合物のうち、水および

2)事例：ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ徳島県立博物館より転載
採取地：徳島県阿南市水井町
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希酸に溶ける物は猛毒であるが、水に溶け難いものは毒性が弱い。』と指摘しています。古代の
人は、朱を火に不用意に近づけたりして気化させた空気を吸うと危ない事等、朱/水銀の怖さは
充分に知っており、
“水のフィルター”を通す事で、朱を“有用/安全”にする事を体験的に知っ
たのだと思います。(或いは、そうした“処理技術”を知っている民が縄文中期頃にやってきた
のかも知れません。それは安田氏の指摘する 5500 年前の気候変動に伴い流入した人々か、はた
また、金メッキや青銅を知るスキタイ/朝鮮に繋がる人々の流入に依るものかは定かではありま
せんが、) ともあれ、そうした過程があって、人々の朱についての安全な利用が始まったと想定
出来ます。
そう想定すると、縄文期に、まず人は赤色顔料のベンガラを石皿/石杵で砕き漆の着色等に使
うのですが、やがて中後期頃に、
“鉱床学ではベンガラには必ず水銀を含む”と言うのですから、
比重の違いと水洗いに依る毒性除去でもって“安全な朱”を得る事が出来るようになった事が
より鮮やかな朱が使われだす要因だったと考えると、くすんだベンガラに代わりに朱漆が登場
する訳が理解出来てきます。
ところで、この朱の毒性を除去する水洗いは、先に見た縄文時代に始まったドングリやクズ
等を食用にする“水さらし”の技法と基本的に同じです。この水さらしの技法について、佐々
木氏は渡辺誠氏の遺跡の出土状況からの言を参照して、ドングリ類については縄文中期、トチ
は後期初頭に始まった事が想像される、そして、共に前期まで遡る可能性が高いとしています。
しかし、安田氏は、先に引用した様に、照葉樹林の生成とその文化の受容は前期、成熟しえた
のは後期に入ってとしています。とすれば、以上から、人の朱の利用は水さらしの技法が始ま
ったのとほぼ同時期に始まっていると言えるのではないでしょうか。そして、更に言えば、こ
の“安全な朱”を人々が得た事が、次のステップとして、人々に青銅/鉄をもたらした大きな力
の基になったはずと思うのですが、
、
、、。

今回のレポートはここで一区切りとし終わります。八戸の是川縄文資料館や市立博物館を
訪ねて北東北の歴史を見ていくうちに、学校で教わってきた“歴史”では捉えられない事が
あまりに有りすぎ、それをどの様に解釈すればよいのかが見出せないまま時間が経ちました
が、何とかここまでやっと辿りつく事が出来ました。その事に感謝したいと思います。
〔記：2009 年 10 月 29 日〕

川添 洋

後記(その 1)：今回は少ししか触れられませんでしたが、北東北に至った人々の流れとして、
にぎはや ひ

谷川健一氏は『白鳥伝説』で、天孫族より一足先に畿内に入っていた天津神系の 饒速 日 命に代
表される物部氏と長脛彦の連合が天孫族である“神武天皇”との戦いに敗れ、逃れて行きつい
た先が津軽だったとし、その足跡を辿っています。この本を読んだ時の感想として、何故に物
部氏達の逃れた先が津軽だったのだろうとの素朴な疑問が起こったのですが、こうして、レポ
ートを書いてみると、津軽は畿内政権の力が及ばない所だっただけでなく、
“鉄の津軽”だった
事に思い至れば、その理由がわかってきるような気がします。又、興味深い事に、この“逃避
行”に繋がっているのかどうかは定かではありませんが、群馬県富岡市には丹生地名がある一
ふ

つ ぬし

ぬきさし

方で、その近くに物部氏の氏神である 経津 主 神を奉る 貫前 神社があり、又、北隣の安中市に
い そ べ

い

そ

は 磯部 地名があって“勇蘇 物部”が来た事を想起させる地域があるのです。この繋がりは、物
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部氏が大和盆地周辺で丹生氏に代表される金属工人を掌握していたとの谷川氏の説を引用しま
したが、その丹生氏と物部氏が行動を共にした事を物語っているのかもしれません。ちなみに、
ひのもと

くとうじょ

谷川氏は、
『隠された物部王国「日本 」』の中で、『旧唐書 』中に日本国の東界北界の大山の外
に“毛人”の国が有るとの記載がある事に喚起するよう促し、東日本に畿内勢力に対置しえる
国があった事が述べられている事に注目しています。
後記(その 2)：右写真は、
“糊”として使われた
にかわ

つのまた

膠 並びに 角 又 です。広辞苑に依れば、膠は動物の
EA

AE

AE

AE

骨・皮・腱・腸等を水で煮て得られたゼラチンを
主成分としたものとあります。角又は紅藻類の海草
しっくい

を乾燥させたもので、主として 漆喰 を塗る際に用い
られました。この漆喰にも朱は赤色顔料として使われて

岩科学校(静岡県賀茂郡松崎町)展示品

います。この漆喰の文化は古く、高松塚古墳に漆喰が使われていたとｳｲｷﾍﾟﾃﾞｨｱ に書いてあり

ます。
（ちなみに、本田光子氏は 高松塚で朱と弁柄が使い分けして使用されたと述べていま
す。
）
後記(その 3)：中国や華僑の住む国では、朱は今でも薬として精神安定剤等で人々の間で使わ
れています。当レポート中に引用した古泉秀夫氏のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ『朱砂の毒性』には、その毒性に
ついて次のように書いてあります。
『水銀化合物のうち、水および希酸に溶ける物は猛毒であるが、水に溶け難いものは毒性が
弱い。硫化第二水銀であるバーミリオンは、殆ど水に不溶なため、
『毒劇物法』では普通物とし
て扱われる。顔料を加熱した際、分解して有害な硫化ガスを発生する。日本画の技法等で、焼
き色を作る場合に危険がある。常温では、夏期でも分解する危険性はない。バーミリオン等で
急性中毒を起こした事例は知られていない。水銀には過敏性反応があり、硫化第二水銀でもア
レルギー性皮膚炎が起こる。朱砂を大量に摂取した場合、水銀中毒の可能性。』
又、松田壽男氏は、
『最近の日本人は、水銀を頭から毒物ときめかかって、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ことに気がつかないからだ。なるほ
ま

ま

、し
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。、、
かし、朱砂は、それ自体を適正に用いると新陳代謝をすすめる。』と書いて、その危険性と効能
について正しく認識する事を力説しています。
更に、科学者の眼で書かれた山本斌曠氏の『はるかなる水銀の旅』は、水銀についての知識
を明快に示唆深く与えてくれる著作ですが、そこには、メチル水銀等の有機水銀は毒性を示す
ものの、辰砂等の硫化水銀は無機水銀でありほとんど無害とあります。
さて、2004 年のリポート『マラッカに見た日本の火縄銃』で、マレーシアのポンティアン
(Pontian)市の薬局で朱を購入した事例を紹介しましたが、今般、タイの首都バンコック市の国
有鉄道の中央駅である Hualamphong 駅前の薬局(萬裕桟薬行)で購入出来る機会がありました
ので、その事を報告しておきたいと思います。
鉄道に乗るのに時間があったので散歩していた
ら、たまたま華僑の人が営む薬局が目に入り、
店の人に筆談で“辰砂”と書くと、すぐに棚の
中から缶を取り出してくれました。
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左/ﾎﾟﾝﾃｨｱﾝ『辰砂』
、中/ﾊﾞﾝｺｯｸ『辰砂』
、右/日本:金華社製『本朱』
鮮やかな赤

茶っぽい赤

幾分くすみ湿っぽい

(価格は 50g = 150Bath で、日本円で約 500 円です。2009 年 8 月
現在。) ポンティアンもバンコックも華僑の人が薬局を営んでおり、
朱が華僑の人々の日常生活の中で、今でもこのように身近に“生き
ている”事がわかります。但し、シンガポールや中国の薬局で
『辰砂』を求めても危険で禁止されているとして断られる事を付記
しておきたいと思います。
後記(その 4)：朱(水銀)の入った薬は、日本でもつい最近まで市販されて
いました。右写真は薬/『朱雀圓』の看板で、それには近江国神埼郡能登川
(滋賀県東近江市能登川)の村田製で官許とありますが、これは、おそらく、
朱を含有した薬です。近江/滋賀県は、本レポート中に見た近江坂田郡の息長
丹生氏に代表される朱との関係が深い地域です。ちなみに、インターネット
で朱に関する薬を検索すると『朱砂安神丸』があり、その効能は『鎮心安神、
瀉火養陰』とあり、イライラ/不眠/動悸に効果があるとして販売されています
から、
『本草備要』の朱の効能と同じです。
後記(その 5)：朱は顔料として今も使われており、弁柄等と一緒に販売され
ています。その用途は、もっぱら、日本画の赤色や、漆塗りの際の赤漆に使う
等、顔料としての利用です。漆屋さんで求めると、赤色の彩度の違いよって、
「本朱」
「赤口」
「淡口」
「黄口」と区分けされて売られています。唯、その
販売されている製品は、原石を砕いて得たものでは無く“合成”によるもの
で、大阪府教育委員会がその技法を伝統工芸として、製造元である金華科学
工業所の事例を紹介しています。それに依れば、
、
、
1) 原料の水銀・硫黄・苛性カリ(又は苛性ソーダ)を鉄箱の反応槽に入れて、
半日ほど、振動を与えつつ蒸気を加えながら熱し、化学反応を促進する。
2)出来た朱を水洗いし、次に、蒸気で熱しつつ酸を加え中和を促進する。
3)出来た朱を石臼にかけて、粒子を揃えると共に、不純物を取り除く。
4)それを炉で一昼夜熱し乾燥させる、
、
、
、とあります。
尚、参考までに、原料の水銀はスペインやメキシコ産の輸入品との事です。
右写真及び前頁写真がその『本朱』です。写真から判断できるかと思い
ます。朱原石から得られる鮮やかな赤の発色と較べると“合成品”は見た目
が幾分くすんだ赤で色の鮮やかさが劣り、湿っぽい性質です。
後記(その 6)：朱の使用事例は、南米のペルーでも見る事ができます。
National Geographic [日本版] 2006 年 6 月号は、ペルー・モチェ文化に於ける 5 世紀の古墳に
入れ墨のある 20 代後半の女性が埋葬され、その遺体には辰砂が塗られていた事を報じています。
女性は複数の男性と共に古墳の一部に葬られており、高貴な身分の正装に身を包んで発見され
ました。ミイラを幾重にも包んだ綿布をはがすと、赤銅
は た お

(銅と金の合金)が巻かれていたと記事は伝え、機織 りの
AE

道具が添えられ、黄金の冠をはじめ鼻飾り等の副葬品が
出土したと書いています。
この朱の文化は南米ではいつ頃に始まったのでしょうか。
33

じょうぼうじ

後記(その 7)：八戸市に注ぐ馬淵川を川上に辿ると 浄法寺 (岩手県二戸郡)に至ります。浄法寺
は日本産漆の採取で有名で、日本で使われる漆の 98％は中国産、残りの 2％のほとんどが浄法
寺産です。さて、浄法寺では縄文晩期(約 2500 年前)の上杉沢遺跡が見つかっており、朱漆の石
刀が発掘されています。と云う事は、その昔から浄法寺では漆の木は植えられ、今に至るまで
絶える事無く、ずーと漆産業は人々の手で受け継がれてきたのでしょうか。一見何でも無い事
に見えますが、すごい事だと思います。
後記(その 8)：私の嫁さんは“あかぎれ”が
ひどく、冬になる前の 10～11 月には足や手に
あかぎれを作ります。確か、三浦哲郎氏と記憶
していますが、その本の中にあかぎれに漆を
塗り込むと一晩で治ると言う記述があったのを
思いだして、渡邊商店で購入した“本漆”を
塗ればすぐに治るからと言って、効果を試して
みたのです。そしたら、何と、漆負けをおこし、
体中のどこかしこに赤い斑点を生じ、痒い痒い
と言われて謝りました。小さい頃に漆に負けて
大変だったと聞いていたので免疫が出来ており
大丈夫だと思ったのですが、
、
、
、
後記(その 9)：是川地区には、字地名に金谷
沢、金花沢、穴窪がある他、鍛冶畑、風吹切
などの地名があり、これらは金属精錬との関
連を想起させ、興味ある事柄です。
後記(その 10)：右は八戸市立博物館にかかげてある年表です、参考までに。
-10000

-7000

草創期

-5000

-4000

早期

-3000
前期

-2000
中期

-1000
後期

0

晩期

300
弥生

是川遺跡

紅山文化

三内丸山遺跡

恵比須田遺跡
垣ノ島遺跡
大船遺跡
亀ヶ岡遺跡

河姆渡遺跡

ｶﾘﾝﾊﾞ遺跡
弘前 垂/柳遺跡 水
･田

弘前 砂/沢遺跡 水
･田

遺跡 水
･銀朱漆製品
/ｶﾘﾝﾊ

是川遺跡・土抗墓水銀朱

北海道恵庭

良渚文化・水銀朱漆器

福井 鳥/浜貝塚 赤
･漆櫛

石川 三/引遺跡 赤
･漆櫛

河姆渡遺跡 赤
･漆椀

垣ノ島遺跡 ・土
/ 抗墓赤漆遺物

