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このたび、山梨県立考古博物館ならびに山梨県埋蔵文化財センターの日頃の研究成果の一端を掲

げた F研究紀要』第 27号を刊行する運びとなりました。今回は、論文 。教育普及活動の報告など4

編を掲載しております。

古川明日香・岡 敏郎・山田晋司 「文禄・慶長期石垣における「巨石」に関する一考察―甲府城

跡石垣を事例として一」では、文禄・慶長期の甲府城鉄門石垣や稲荷曲輪北東石垣にみられる「巨石」

について、石垣整備に関わる職人の方々や文化財担当者の多様な視点から検討を行うという新たな

試みが行われております。そして、「巨石」の基準設定を行い、甲府城に配された「巨石」の特殊性

について、築城工事の呪術性政治性が反映されていると考察しております。

小澤美和子「資料調査における近赤外線撮影の活用 ―考古資料に用いられた赤色顔料判別の試

み―」では、文化財に用いられた顔料の判別方法として、近赤外線撮影を提案しております。本論

では考古資料に用いられた赤色顔料の判別を試み、その有効性と課題を提示し、今後ともデータの

蓄積を重ねることにより顔料判別の基準を提示し、簡便にできる基礎的調査方法となることを展望

しております。

望月和佳子・宮里 学「県指定史跡甲府城跡石垣への落書き対応策の検討―子供たちによる落書

き消しイベント報告―」は、甲府城跡石垣の落書きを消すための具体的かつ有効な方法を検討して

おります。その方法を、社団法人甲府青年会議所の青少年育成事業に埋蔵文化財センターが協賛し

実施した、子供達との落書き消しボランティア作業で実践しております。今回の方法は私どもの考

える最善の方法だと考えておりますが、今後の経年変化を観察しながら、よりよい方法を模索して

行きたいと考えております。

雨宮加代子・長谷部久樹・米田明訓「博物館における青銅鏡作り体験の実際的方法2-三珠大塚

古墳出土六鈴鏡の復元と青銅器製作プログラムの導入について一」は、考古博物館風土記の丘研修

センターで実施している青銅鏡作り体験で獲得した技術から、より高度な製作技術が求められる六

鈴鏡の復元を通じて、教育普及事業のさらなる充実を図ることを目的としたもので、同様な体験学

習の参考になることを願っております。

考古博物館ならびに埋蔵文化財センターでは、これからも山梨県の考古学や郷土の歴史研究に貢

献し、県民の皆様に文化財の周知や普及活用を推進していけるよう努力を重ね、よリー層の充実を

図る所存であります。

本誌が少しでもその趣旨に寄与できれば幸いであるとともに、各位からのご教示と忌憚のないご

批判を賜りますようお願い申し上げます。

2011年 3月

山 梨 県 立 考 古 博 物 館 長

山梨県埋蔵文化財センター所長

男

文

章

正

原

野

榊

小



山梨県立考古博物館・山梨県埋蔵文化財センター  研究紀要27 2011年

文禄・慶長期石垣における「巨石」に関する一考察

―甲府城跡石垣を事例として一

古川 明日香・岡 敏郎・山田 晋司
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おわりに

は じめに

県指定史跡甲府城跡 (以下、甲府城跡)° は、一条

小山という丘陵に築かれた近世の城郭である。現在の

甲府城跡は、明治以降の近代化の流れの中での改変を

受け、かつての城としての景観は失われている。その

中で、唯一甲府城跡の城郭としての歴史と景観を伝え

る証人として残っているものが、石垣であろう。

甲府城跡で見られる石垣は、甲府城が豊臣秀吉の時

代に築かれた織豊城郭であることを示す多くの特徴を

今に伝えている。特に、県指定史跡甲府城跡鉄門復元

整備事業にともない本年度に石垣の詰石の補修工事が

実施された甲府城本丸南側にある鉄門跡の石垣は、織

豊城郭の石垣に特徴的な野面積みが良好に典 り、な

おかつ当時の石垣構築技術の在り方を示す矢穴や鏡石

(鏡積)と 呼ばれる控え (奥行き)のない巨大な石材

が多く見られる。そのため、鉄門跡の石垣は、文禄・

慶長期石垣を持つ城郭として、甲府城を位置づける際

に最も重要な存在と言える。

本稿は、鉄門跡の石垣に代表される甲府城跡の石垣

の再評価を行う必要性を感じ、これまで報告されてい

る石垣の石材データの基礎的な整理を行い、その成果

をもとに石垣における巨石に注目し、現段階での研究

の視点をいくつかまとめたものである。

今回は、長く甲府城跡の石垣の補修工事に携わって

いる職人の方々と意見交換をする機会に恵まれ、さら

にそのうち2名の方に本稿の執筆の協力も得られるこ

ととなった。本稿の中では、甲府城の石垣の巨石につ

いて、職人という立場で現場で石垣と向き合ってきた

経験と石垣検討会
り
を経て、いくつかの視点をまとめ

ていただいた。筆者の知る限り、このように石垣整備

にかかわる職人の視点を盛り込んだ巨石についての研

究報告はなかったかと思う。本稿が、今後の石垣遺構

の研究に微力ながら役に立てば幸いである。

第一章 甲府城の歴史 と石垣の概要

]甲 府城の歴史

ここでは、甲府城築城に関わる歴史背景を中心とし

た概略をまとめるにとどめたい。

甲斐国が豊臣系大名の支配下におかれるのは、秀吉

の甥にあたる羽柴秀勝が入国した天正18(1590)年
から、秀吉の重臣であった加藤光泰、浅野長政、幸長

父子の時代を経て、幸長が紀州に転封となった慶長 5

(1600)年 までのわずか10年である。天正18年 と言

えば、小田原平定につづく奥州平定を以て、豊臣秀吉

の全国統一が完了した年とされており、翌年天正19

年には朝鮮出兵を命じ、肥前名護屋城の築城が行われ

ている。この10年 の間には、太閤検地などの政策が

進められていくとともに、対外的には文禄・慶長の役

という三度の朝鮮出兵があった。その一連の流れの中

で、甲斐国が豊臣政権の支配下に置かれたことを広く

示す象徴として、石垣を基調とした甲府城が築城され

た。

2005年に刊行された報告書
°によると、この10年

は、文禄の役での加藤光泰の戦死と、それにともなう

浅野長政・幸長父子の甲斐国配領を契機に、二つの時
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期に区分されている。天正18年～文禄 2(1593)年
までの前半 3年間を豊巨期とし、文禄 2年から慶長 5

年までの 7年間を築城期としている。

豊臣期は、城主の在任期間が短期間であり、発掘調

査の成果からもこの時期の遺構や遺物がないことか

ら、当該期の築城に関わる動向は不明とされ、甲府城

の築城の主たる時期は築城期の浅野父子の領有期とさ

れている。

浅野家は、秀吉の正室の実家であることから、長政

は五奉行の筆頭となり、豊臣系大名の中でも別格の立

場であった。甲斐国は、豊臣政権にとって関東の要と

されており、特に徳川家を牽制する役割を持っていた

とされている。浅野家による築城の根興としては、織

豊城郭の特徴である野面積みの石垣とあわせて、甲府

城跡のこれまでの発掘調査によって、朱や金箔の豊臣

家の家紋瓦とともに浅野家の違い鷹の羽の家紋瓦が出

土していることが挙げられる。

ただ、甲府城築城に関する研究課題として、現在ま

でに確認された文献資料が少ないということがある。

そのため、発掘調査の成果を文献から検証することが

難しい状況を生みだしており、甲府城を豊臣系城郭の

ひとつとして今後学術的に位置づけていくうえでも、

今後の史料調査の成果が期待される。

2 甲府城の石垣と整備事業の概要

甲府城の石垣は、一部のみ江戸時代以降の修理によ

る積み直しが確認できる箇所が見られるが、全体的に

野面積みの石垣としては残存度が高く、東日本有数の

事例とされている。具体的な箇所としては、天守台、

本丸、天守曲輪、人質曲輪、稲荷曲輪、数寄屋曲輪、

二の丸、鍛冶曲輪が挙げられる
°
。

明治以降の様々な要因によって、形状が変化し崩落

の危険があった甲府城跡の石垣を文化財として今後長

く後世に伝え、なおかつ安全な都市公園として整備す

るために、平成 2年から山梨県埋蔵文化財センターと

県土整備部が連携して、石垣の解体調査をともなう改

修工事を行ってきた。その後、石垣の維持管理を目的

とした詰石の補修工事が平成17年度より開始され、本

年度は、通常の整備事業の一環として実施された稲荷

曲輪北東石垣の補修工事
°
だけでなく、鉄門復元整備

事業にともなう鉄門跡を挟む両側の石垣の補修工事
°

も実施された。

3 石工から見た甲府城跡の石垣補修工事

今回、本稿を執筆した3人は、鉄門跡の石垣補修工

事の際に初めて顔を合わせた。石垣補修工事に初めて

携わった文化財担当職員と、長年石垣の補修工事に携

わっている石工という、立場や考え方が違う中で、甲

府城跡の石垣を多様な視点から評価 し、今後の補修や

整備につなげていきたいと考えている。

まずは、石工職人 2人の経歴を紹介 したい。

岡敏郎は、平成12年度より詰め石工事に携わって

以来、毎年、石工として甲府城跡の石垣の補修工事に

携わっている。甲府城跡の石垣の補修については、そ

の真実性、あるべき姿を思いつつ出来る限りそこに

あった石材はそのままで、また新たに補充すべき石材

もひと手間を惜 しまず、現代の石工としてその位置に

ふさわしい石材となることを心がけて作業している、

という。また、城郭の整備や保存を行政と職人が一丸

となって取 り組むことを理想と考えており、石材を矢

で割り、巨石を据えるなど当時の技術レベルを今後検

証して行くことも必要であると考えている。

山田晋司は、もともと城郭の石垣の補修という特殊

な仕事に興味があり、甲府城跡の石垣の工事は、大変

思い入れの深い現場のひとつとなっている。甲府城跡

の石垣については、ほぼ人力だった時代に、力と知恵

を出し合い巨石を据え、高い石垣を築き上げたそのエ

ネルギーには感動を覚え、今回の研究を通して、石垣

を見る目が変わったのは間違いなく、様々な視点から

巨石や石垣について考えることが必要と考えている。

このように、甲府城跡石垣について真剣に向き合う

職人に恵まれたことは大変幸運なことである。

第二章 巨石研究の視点 と課題

1 巨石をめぐる研究史

巨石は織豊城郭の石垣の特徴とされ、多くの研究が

なされている。その中でも、石垣における巨石につ

いては、宮武正登氏
分の研究が代表的である。宮武氏

は、肥前名護屋城跡の石垣を事例に挙げ、当該城郭の

総合的理解のためのひとつの視点として、石垣の特徴

的な巨石使用の検討を挙げている。

ところで、加賀前田家の専属石工を世襲した後藤家

に伝わる家伝書である「唯子一人伝」 (文政 7年成

立)° には、おもに次のような巨石配置のルールや解

釈が伝えられている。

①虎日のような、城郭で重要な場所には大石を据える

こと

②大石でも控えのない石材を立てて使用することを
「鏡積」と言うこと

③「鏡積」は、神聖かつ象徴的な空間における石積み

であること

特に、「鏡積」と呼ばれる巨石の解釈として、「唯
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子一人伝」では、③のような解釈がされている一方

で、軍学的な解釈
9も されている。また、宮武氏は、

巨石の配置場所から城内の縄張り計画について論じて

いる。このように、解釈が諸説あるなかで、改めて、

巨石に期待された本来の役割について検討するために

は、一度資料の記載と距離を置き、石垣そのものから

検討する必要がある。

幸いにして、甲府城跡の石垣をはじめ、各地に当該

期の石垣が現存している。本稿では、その中でも甲府

城跡の石垣の巨石について、様々な視点から検討する

ことによって、文禄・慶長期の城郭石垣における巨石

について位置づけていきたい。

2 4つの分析視点の設定

甲府城跡に残る石垣にもいわゆる巨石と思われる

石材が多く見られるが、巨石とは、いかなる基準で

定義できるのか。また、宮武氏のいうところの「特徴

的な巨石」は、甲府城跡の石垣にも見ることができる

のか。ひいては、鉄門跡の石垣は、その「特徴的な巨

石」を擁した石垣ということができるのか。

本稿において、宮武氏の論文を参考に、巨石に関す

る4つの分析視点を挙げ、甲府城跡の石垣を事例とし

て検討していきたい。これらの作業の結果、鉄門跡の

石垣を理解し位置づけることができ、なおかつ今後の

全国的な城郭研究の際のひとつの事例として他の城郭

石垣とも比較検討することができよう。

本稿で、設定した視点は、①石材の寸法、②配石の

特異性、③石垣構造との相関、④象徴性の起源、の4

つである。

①は、石材の中でも巨石の大きさについてである。

②は、虎口や大手など城内の重要な見せ場に配置され

るという視点で、甲府城跡の石垣を見た場合にどのよ

うなことが言えるか。③は、巨石があることによって

石垣耐久面における不安定要素の大きさが指摘されて

きているが、果たしてそう言えるのか。④は、巨石が

象徴的な存在として城郭石垣に取り入れられた背景に

注目する。当時の築城工事は、政治的なデモストレー

ションとしての性格がある。その中で、巨石はさらに

それを具象化したものであるという点が従来からも指

摘されている。しかし、改めてなぜそれが巨石であっ

たのか、という点に注目することによって、城郭の中

の石垣から、当時の甲府城の築城に関わる思想につい

て考える糸口となるのではないだろうか。

特に①については、宮武氏は、論文の中で名護屋城

跡の一部の石垣のデータをもとに、その石垣面におけ

る標準偏差
1°

を算出し、石材の規格性について論じ

ている。この手法は、自然石主体の揚手口石垣と割石

主体の遊撃丸石垣をサンプルとして挙げ、後者の標準

偏差が小 さいことから、一定の規格基準に沿った石

材調達や加工が行われており、割石主体石垣もまた城

内の重要箇所に配置されたと結論付けている。そのう

えで、規格化の動きに逆行する存在が、鏡石であると

し、巨石自体の規格については、「石垣面を構成する

石材の平均的サイズの、数倍に及ぶような規格の石」

ということに留めている
とう

。

文禄・慶長期は、石材の加工技術の進歩とそれに伴

う石材の規格化が現在進行中の時期である。その中

で、人の手が加わる割石の規格性がより高くなり、最

先端の技術であった割石を多用した石垣は、見せ場と

して、自然石の巨石に匹敵するのは自然の流れである

う。それではなぜ技術が成熟した江戸時代以降になっ

ても一貫して巨石配置のルールが継承されるのか。そ

の答えこそ、文禄・慶長期に最初の完成期を迎えた石

垣において巨石が担った本当の役割であり、巨石が持

つ役割を多角的な視点から分析することによって、そ

の答えに近づくことができると考える。

まずは、①の視点で客観的なデータから巨石につい

て検討したい。

第三章 甲府城跡石垣の巨石についての分析

1 視点①石材の寸法一石材データに見る甲府城跡

石垣の巨石―

(1)データ整理の目的とその手順

今回、整理した石材データは、平成 2年から実施さ

れた石垣改修工事にともない調査記録されたデータで

あり、各年度の報告書
1分

にまとめられているデータ

である。この石材データを、次の手順によって整理す

ることによって、客観的な数値から巨石の基準の設定

を試みたい。

データの整理手順は次の通りである。詳しいデータ

は、別添の表 1を参照されたい。

i 各石垣面 (I～Ⅵ)の縦・横・控えの寸法の数値

の平均を算出。これは、表 1では「①石材データ平

均」とした。

� iの各平均値より大きい寸法の石材の中から、図

面を参考に、その石垣面において巨石と判断できる石

材を抽出。

� �で抽出した石材の縦・横・控えの寸法の平均値

を算出。今回は、巨石と見るべきか曖昧な石材を含め

た「②巨石データA」 と巨石と確実な判断ができる石

材のみの「③巨石データB」 を用意した。これは、見

る人によって、巨石と認識する石材の大きさには幅が

-3-



あると考えられるため、2つのデータを用意した。

� ②および③の各値を①のそれで割った比率を算出

(表 1の④と⑤)。 これによって、各石垣面において

巨石と認識できる石材の基準が数値化できる。

v 表 1の I～Ⅵの列ごとの値の平均を「⑥ I～Ⅵの

値の平均」として算出。これによって、 I～Ⅵの各石

垣面の平均寸法にすぎなかったデータを、甲府城跡の

石垣全体の寸法の基準として仮定することとした。

(2)甲府城跡石垣における巨石の大きさ

表 1の④⑤より、甲府城跡石垣における巨石として

抽出できる石材は、縦・横ともに比率が2.0倍前後で

あることがわかる。さらに、⑥より、「石材データ平

均」に見る一般的なサイズの2.35倍 という大きさが甲

府城石垣の巨石の大きさの特徴とすることができるの

ではないだろうか。

さらに、データ整理をする中で、再確認したことの

ひとつとして、少なくとも巨石とは、単なる寸法が巨

大な石材という意味ではないということである。石垣

を構成する石材の一つ一つの寸法を見ていくと、巨大

な石材は無限に数えられる。しかし、石垣の中で何ら

かの役割を持った巨石とは、他の条件が加えられて初

めて巨石として特別な意味を持つことになる。その条

件として、本稿では先に設定した4つの視点をが該当

するであろう。

これらの視点が、個々の巨石にどのように関連する

と「特徴的な巨石」として位置づけられるのか。

おそらく、巨石の中でも、最も石垣遺構の中でその

役割が注目される石材は鏡石として分類されることに

なる。宮武氏の言う「特徴的な巨石」とは、石垣内に

見られる数ある巨石の中でも、最も多くの条件が絡む

鏡石を指していると考えられる。

(3)鉄門跡石垣の巨石の大きさ

鉄門跡の石垣では、表 21° によると、表 1で整理

した石垣面の②③の数値の平均をゆうに超える寸法の

巨石が多く見られるということがわかる。鉄門跡の石

垣に見られる巨石は、規格のうえでは「特徴的な巨

石」としての基準をクリアしていると言えよう。

2 視点②配石の特異性一巨石と城郭内の空間構成―

(1)甲府城跡の巨石と導線

宮武氏は、巨石の使用箇所は最も日立つ地点であ

り、城外から城内に進入する者に対して見える位置

を選択しているとしている。さらに、それを知ること

は、城内の主要経路の復元的作業を試みるとき、有効

な検討材料となるとしている。

その視点を参考に甲府城跡の巨石分布を調査した。

ただし、甲府城の石垣は江戸時代の改修や近代以降に

整備による改変が行われているため、築城当時のオリ

ジナルの石垣が残っている箇所に限って検討する。別

添の図 7は、甲府城跡石垣の巨石配置図と推定メイン

ルー ト図である。

まず、大手門 (現存せず)か ら入城 したと想定し北

上すると、鍛冶曲輪門が右手に見え、この鍛冶曲輪門

から先が現存する甲府城跡となる。鍛冶曲輪門を過ぎ

ると、正面にニノ丸南面石垣が目に入ってくる。現在

は恩賜林記念館という建物が建っているため、確認し

にくいが、この石垣の出角部分に他の石材の規格を大

きく上回る巨石が据えられている。このニノ丸石垣を

左手に見ながら石階段を登りきると、正面の天守曲輪

およびその左手奥の坂下門の石垣に巨石が据えられて

いるのが見える。また、門をくぐり真正面の本丸石垣

南面 (謝恩碑南石垣)に も確認でき、当時巨石のある

石垣に囲まれたこの空間は来訪者に強烈なインパク ト

を与えたものと考えられる。

さらにこの先は、 2つのルー トが想定できる。東

ルー トの中ノ門、鉄F日から本丸へ続くルー ト、もうひ

とつは北に進みニノ丸、鋼門を経て本丸に続くルー ト

である。まず、北ルー トの石垣には、巨石が見られ、

特にニノ丸から見上げた本丸の石垣はその高さが相乗

効果となってさらに迫力がある。残念ながら、銅門周

辺の石垣は改修された箇所が多く、築城当時の姿を残

していないが、図面等に巨石が見受けられる。ここも

見せ場であったことは間違いないと思われる。一方、

東ルー トでは、坂下門を抜け中ノ門に視線を抜ける

と、門前北側の石垣前に岩が露出している。これはあ

えて残すことで、その背後にある本丸石垣の巨石とと

もに見せ場のひとつとなっており、当時の人々のセン

スが感じられる場所であるように思う。中ノ門を過ぎ

たあとに見える鉄門の石垣は、甲府城における最大の

見せ場であろう。鉄門周辺の石垣には、甲府城内でも

おそらく最大級の巨石が据えられており、訪れる者は

襟を正さずにはいられない雰囲気の空間となる。

以上、現存する甲府城の築城期の石垣の巨石の使用

箇所を追ってきたわけだが、やはり宮武氏の指摘通り

メインルー ト上の門周辺などに効果的に配石されてい

ると言える。巨石の持つ圧倒的な存在感を、見る者に

対し有効な場所を選んで計算して据えているというこ

とが想定できる。

このメインルー トを、山梨県がこれまで確認した

甲府城関連絵図の中の 3点の絵図に見える城内の導
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線を示すとされる未線と照合 し検証してみようと思う
14)

対象絵図として、まず①内閣文庫所蔵の「甲州府中

城之図」
1°

、②南葵文庫所蔵 「甲州府中城図」
1°

の

2点を挙げたい。①②ともに推定メインルー トとほぼ

同じような導線が未線で描かれている
ln。

絵図の未

線の意味を含めたより詳細な検討は、今後の研究の

進展に期待することとしたいが、今回石垣における巨

石の配置から推定したメインルー トと絵図に描かれた

朱線が一致しているということは、甲府城内の主要な

導線として文禄・慶長期の築城当時に計画されたもの

が、江戸時代以降にも糸区承されたと考えられるのでは

ないだろうか。

(2)巨石の示す象徴性の二極性

甲府城には、城内の導線という視点では解釈できな

い巨石がある。その場所は、稲荷曲輪北東石垣面であ

り、特に稲荷曲輪側の石垣面には、鏡積とも取れる巨

石が集中して据えられている (図 4～図 6、 図 7の★

印参照)。

確かに、当該箇所の石垣については、甲府城跡担当

者の中でも、従来から課題とされてきた。それと関連

して、稲荷曲輪については、甲府城の各曲輪の中でも

その特殊性が指摘され、過去に崎田哲氏
1°

によって

鬼門守護に配慮した計画的な縄張りであったと指摘さ

れている。稲荷曲輪は、曲輪自体が城の北東に位置

し、その名の由来もかつて城内にあった稲荷社にある

ということ、さらに北東隅の南に屈曲した特徴的な石

垣がある。また、稲荷櫓台の調査では、地鎮祭との関

連が窺える「輪宝」も櫓台より出土している。

さらに、江戸時代の絵図を見ると、ここは石垣に

よって封鎖 されている場所であるが
1の

、解体修理す

る際の調査によって時期差のない野面積みの石垣が石

垣の中から検出されている。そのため、ある段階まで

は城内への出入 り日としての機能を持たせる計画で

あったのではないかという見方がある
20。

このこと

から、当該箇所が、本来は虎口という計画のもとで造

られたとしたら、巨石が目立つことも納得がいく。

甲府城が徳川家康のいる関東封じのための城郭であ

ることを考慮すると、絵図にも見える当該箇所の違和

感のある空間構成や重層な櫓群の存在は、メインルー

トと同等の重要な役割を以て計画された場所であるこ

とを示 している。同じ巨石や鏡石が据えられた場所で

も、稲荷曲輪が甲斐国外の対外的な勢力との関係を反

映して造られた空間であったとしたら、実は巨石の示

す象徴性も対象によって解釈が二極化するのではない

だろうか。

(3)鉄門跡石垣の巨石と導線

以上、配石の特異性という点で検討してきたが、鉄

門跡石垣の巨石、特に鏡石が城内のメインルー ト上に

位置していることから、「特徴的な巨石」としての条

件も十分にあると言える。また、鋼門跡石垣も同様に

解釈が可能であると考える。

さらに、鉄門が本丸への出入り口という重要な役割を

持つことを考えると、江戸時代以降に積まれた石垣に

も多く見られる、巨石の虎日付近への配石は、この文

禄・慶長期の石垣を経て継承された特徴であると理解

することができる。

3 視点③石垣構造との相関性一石垣の安定性にお

ける巨石の役割一

(1)問題の所在

従来、巨石があることによって、石垣の構造物とし

ての耐久性や安定性には不安要素が大きいと言われて

きた。確かに、巨石の中でも控えのない大きな石を縦

に積む鏡石を連想すると、それについては構造的な不

安定さは拭いきれない。

しかし、巨石には鏡石以外のものも多数見られ、そ

の全てが、視点②やこの後論ずる視点④のような象徴

的な性格を以て据えられたとは言えない。巨石によっ

ては、別の理由のもとで据えられたこともあるだろ

う。それが、技術的や構造的な視点であると考える。

これらは、巨石のもつ政治的なアピール性をより強調

する役割を、知らずうちに任されてきた感がある。し

かし、土木工学的な視点から実際に積む職人の意識に

焦点をあてることが必要であると思う。

(2)巨石の機能的な効果

石垣に対する巨石について考えるとき、機能的な効

果もしくは意匠的な効果という主に 2つの視点があ

る。機能的効果とは、その面に対する構造的安定感を

考えることによって理解することができる。

甲府城跡石垣のような野面積み石垣の場合、自然石

を積むため石と石の摩擦力が小さい。そのため、勾配

の取り方など石を積む過程で崩れないような工夫がさ

れていると考えられる。仮に、その工夫のひとつが、

巨石を積むことであるとしたら、どうだろうか。

石垣の面にかかる土圧は、基本的にはどの面に対し

ても同じであるとされている。例えば、鉄門跡の石垣

のような石垣の面は、小さな面積で長距離にわたる石

垣の面と同じ土圧を受けていると言える。表面積が小
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さく摩擦力が限られる分、巨石を配することによっ

て、その重みによる安定感を期待したのではないだろ

うか。その一方で、高さが同じでも長距離にわたる石

垣の面は、争みだしが多くみられる。石垣の面として

の表面積が大きいゆえに、反対に面としての一体感が

小さくなり、そのため安定性を保つための巨石の重F/1

が必要となってくるのではないだろうか。原因は違っ

ていても、それぞれ構造的に安定性を維持するための

工夫が必要であったのではないかと考える。

このことから、重さのある巨石を積むことで、土圧

に対 して押 さえ込む力を上げることができるとする

と、それが野面積み石垣における巨石本来の役割とし

て考えられないだろうか。また、虎回のような小規模

な石垣の面に、巨石が集中的に見られ、中には控えの

ない鏡石なるものが積まれる理由には、小さい面であ

るからこそ、それだけで一つの石垣の面として一体感

があり、安定感が保たれていることがあると考える。

しかし、構造的な視点で検討する際には、巨石その

ものだけを取り上げるのは、位置づけを違える危険性

を字んでいる。巨石を配する場合には、裏込めをしっ

かり造るのはもとより、巨石を支える下部の石垣面を

より安定性が高いものを築かなければ狂いが生じると

いう弱点があるためである。そのため、裏込めや巨石

の下の石垣の強化性を重視する点、もうひとつは巨石

を取り巻く石材の配石などにも注目することが必要で

ある。

ここでは、より深く土木工学的な視点で掘り下げる

ことはできないが、今後、不安定な積み方となりやす

い巨石のある石垣の面を、逆にそれがあることでより

耐久性を向上させるような工夫が解明できるかもしれ

ない。

(3)石垣構造を支えた技術の検証の必要性

また、石垣を積み上げる石工から見ると、巨石を配

さず規格性をもった石材で積み上げるほうが容易とも

言える。しかし、あえて巨石を配した石垣を積み上げ

た甲府城石垣は、巨石をより大きく、鋭石をより引き

立てた石垣であり、こだわりが多く盛り込まれた石垣

と甲府城跡石垣を評価することができる。権力者の巨

石のニーズを支えてきたのは、まさに当時の石工の持

ちうる限りの技術と知恵であるということができる。

そこで、技術的な視点での分析要素のひとつとして

は、甲府城跡石垣にも随所に見られる築城期の粗割石

が挙げられよう。甲府城跡の石垣には、矢穴の残る粗

割石も多く見受けられる。当時の割石作業に使用され

ていた矢はどのようなものだったのか、今後の当時の

石割技術の検証が必要である。甲府城跡の天守台や

鉄門跡の石垣面に多く残されている矢穴のある粗割石

は、見る者に本来の石材の大きさを想像させる。この

ことから、粗割石には、野面の巨石と同等の象徴性が

期待されたと言えよう。当時の職人もそれを自らの技

術を表現できる機会として受け入れ、本来巨石に対し

て相反する認識を持っていたとしてもおかしくない権

力者と職人が結託して築かれたものが文禄・慶長期の

石垣であったのではないだろうか。今後、技術的な側

面から検討するための石割技術の解明が必要である。

(4)石垣構造要素としての鉄門跡石垣の巨石

鉄門跡石垣における巨石については、意匠面から捉

えられることが多い。実際、本稿でも意匠面つまり巨

石の持つ象徴性との関連で、視点②④にて検討してい

る。

しかし、甲府城跡の鉄門跡の石垣は、遺構を挟んで

対面している小規模な石垣の面であり、そこに巨石が

多く配されている。そのため、石垣を構成する石材と

して巨石の担った機能について検討することは必要で

ある。

鉄門跡の石垣の場合、鏡石とされる巨石も積まれて

いるが、実際のところ解体調査されていないため、控

えの長さについては不明である。しかし、視点②で述

べた櫓門を持つ本丸への入り回のメインルー ト上の石

垣として、意匠的な効果を期待されて積まれたことは

確かであるう。ただ、中には機能的な効果を期待され

た巨石に該当するものもあるのではないだろうか。む

しる、その両方の効果を期待された巨石であった可能

性も考えられる。

最後に、鉄門跡石垣については、もうひとつ考慮す

べき事項がある。それは、当該箇所にあった鉄門に

は、東側と西側いずれの石垣面にも、櫓門の梁をかけ

るための欠込があることである。なおかつ、石垣自体

に櫓門の本体が載らない構造になっていることにも注

目する必要がある。今後、このような櫓門との関係を

も考慮することで、より鉄門跡石垣の巨石について機

能的な視点からの位置づけることが可能となるう。

4 視点④象徴性の起源―権威誇示の象徴としての

巨石のルーツー

(1)問題の所在

これについては、視点②とも類似するが、象徴性に

視点をあてた場合、呪術性、特に陰陽道の思想を、巨

石を配することのルーツとすることが多い。前章でも

触れたように「唯子一人伝」には、特に鏡石の神聖性
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が伝えられており、同じく金沢穴生後藤家に伝わる

「石垣積方秘伝書」
20に

は、陰陽五行説との関連で

解釈がなされ、富山城の場合はこれに則って巨石を解

釈している
2分

。

甲府城の石垣では、陰陽道との関係の深い線刻画が

多数見られることや視点②において紹介した稲荷曲輪

の鬼門守護との関連から、陰陽道をその起源とするこ

ともできよう。

しかし、これらの解釈は、江戸時代以降の資料によ

る。そもそも巨石、特に鋭石が、政治力をアピールす

る演出効果が高いという認識はどこに起源があるの

か。呪術的な思想がいかにして石垣構築技術の中に入

り込んだのか、ということを検討することなしには、

実は石垣における巨石や鋭石の意味の核心に追ること

はできないのではないだろうか。

(2)築城工事の呪術性と政治性

確かに、陰陽道は律令時代以降、政権によって保護

され
20、

人々の生活や精神文化に深 く根をおろして

きた経過がある。現代でも地鎮祭が行われるように、

日本人が威怖 してきた自然に手を加えるという大規模

な土木工事の際には、古代より陰陽師が地鎮の役割を

担ってきた。おそらく城郭建築の場合 も例外ではな

く、実際に秀吉は開発事業の際には陰陽師を集めてい

たとぃぅ
20。

築城工事が経済力、技術力、そして呪術性までを包

括 した一大事業であるからこそ、政治的なデモス ト

レーションの意味を持つのである。しかし、そこにな

ぜ巨石が登場するのか、巨大な石を立てることがなぜ

呪術性を持ち、政治権力を具現化することになるのだ

ろうか。

(3)庭園の「立石」と石垣の巨石

その背景には、城郭建築の成立以前に遡る作庭技術

があるのではないだろうか。

日本文化の中で庭園は、古代社会から神仙思想を具

現化する役割を担ってきた。室町時代以降になり、禅

宗が人々の生活へ強く影響するようになると、茶の湯

と並んで作庭は、次第に権力者の文化となり、現在で

は当時の社会を知るための重要な手掛かりとなってい

る。当時の庭園に注目してみると、庭園構成上の中心

となる庭石として「立石」という大きな石を置くとい

う技法がある。これは、織田信長や豊臣秀吉によって

権力の象徴として注目されてきた。実際に、足利義政

の東山殿 (銀閣寺)の庭にあった「藤戸石」と称され

る立石は、織田や豊臣の政治的な必要性に応じて、そ

の所在が転々と移されてきたと言う
20。

また、平安時代中期に編纂された『作庭記どという

日本最古の作庭書には、「立石口伝」という石を立て

ることについての記述が見られ、石の取り嶽いに関し

ては、陰陽五行説や神仙思想に基づいた内容が見られ

る
20。 このことから、本来的に、作庭における立石

には、古代から陰陽道の思想が反映されていたと考え

られるが、日本人の中にこのような素地があったこと

が石垣の技術にも反映してきているのではないだろう

か。

核となる場所に巨大な石材を立てて置くという行為

は、石垣おける巨石や鏡石と共通の特色である。作庭

における大きな立石が次第に権力者の象徴としての役

割を期待されてきたということであれば、権力の象徴

物である城郭の石垣にも反映されたのではないだろう

か。また、当時造園技術者として貴族や大名家、寺

院に出入りしていた人びとは、「山水河原者」と呼ば

れ、身分的には軽視されていたが、自然を模倣 し作り

出す技術力が呪術性と結び付き政治権力者から厚遇さ

れていた
2つ

。以上のことから、巨石の象徴性、さら

に鏡石の呪術性には、庭園文化によって確立した立石

と当時の造園技術者の呪術性、築城工事そのものが持

つ政治性が反映していると仮定したい。

秀吉が、最も自らの権力の正統性や強大さを示 した

い対象を考えると、城郭以前に大名の中で権力の象徴

たる認識を持たれていた作庭技術の立てた巨石を石垣

にも用いることが、最も有効な権威表示ではなかった

か。

(4)鉄門跡石垣の巨石と呪術性との関連

鉄門跡の石垣は、全体的に石材の鏡石が目立つ石垣

面である。図3の①②の石垣の図面を見ると、巨石の

据えられた位置には、何か規則性があるように感じ

る。

①の鉄門跡西側の石垣を見ると、 1～ 3の石材がひ

とつのまとまりとして捉えることができる。さらにそ

の左側の 4～ 10の石材は、石垣面の左下から天端の

中心に向かって三列に配置 されている。一方、②の

東側石垣では、同じく1～ 3がひとつのまとまりとな

り、 4～ 10ま でが右下から天端に向かって二列に配

置されている。①②の 1～ 3、 4～ 10は それぞれ門

を挟んで対面する位置にあり、後者は階段から本丸に

上る者の動きを対象に計画的に据えられたと言えるの

ではないだろうか。もしくは、この規則的な配石が、

甲府城跡石垣における呪術性を現した可能性が考えら

れるのではないだろうか。
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おわりに

以上、甲府城跡石垣を事例として、文禄・慶長期石

垣における巨石について検討してきた。

甲府城跡の石垣は、鉄門跡石垣や稲荷曲輪北東石垣

のような「特徴的な巨石」が多く見られる。それらを

検討することで、織豊城郭の事例のひとつである甲府

城としての歴史的な位置づけを行うことができよう。

今回は、各石垣面の石材の寸法の平均を基準に、甲

府城跡の巨石の定義を行うことからはじめた。しか

し、どのような方法で巨石を考えていけばよいのかと

いう課題が解決したわけではない。データ整理の方法

や分析視点については、まだ検討の余地があろうかと

思う。

また、本稿全体 を通 して、推測に頼 る部分が多かっ

た。石垣を分析するためには、文献史学や考古学の視

点のみならず、土木工学など様々な視点からのアプ

ローチが必要である。機会を改めて、甲府城跡石垣の

「巨石」についてご報告できればと思う。

しかし、本稿において目標としていた、鉄門跡石垣の

巨石について、4つの視点で検討することを通じて、

当該箇所の巨石の特殊性が理解できたのではないだろ

うか。この成果が、全国的な事例との比較検討をする

中で、甲府城跡石垣を再評価する際の基礎情報となれ

ば幸いである。

執筆担当

本稿は、全体を通じて、石垣検討会の成果をまとめ

たものである。特に、第二章 2(1)の 巨石配置箇所

からメインルー トの推定を山田晋司、同章 3(2)
(3)の 巨石を石垣構造との相関性に注目した内容を

岡敏郎が執筆を担当した。その他の部分の執筆と全体

の編集は、古川が担当した。

謝辞

本稿を執筆するにあたり、宮里学氏、荏本久氏、西

海真紀氏をはじめ以下の方々のご協力をいただいた。

記して感謝する次第である。

岩下友美、西川芙美、皆川賢司、吉岡弘樹 (五十音

順、敬称略)

本文註

1)「県指定史跡甲府城跡」は、「舞鶴城公園」とい

う都市公園としても一般市民や観光客に開放されて

いる。本稿の中で、「県指定史跡」としての現在の

甲府城について論ずる際には、「甲府城跡」と表

記し、近世城郭としての甲府城について論ずる際に

は、「甲府城」と表記する。

2)検討会の中で、先行研究の講読、甲府城内の石垣

踏査、同時期城郭の見学などを行ってきた。

3)『県指定史跡甲府城跡 (上巻)舞鶴城公園整備事

業に伴う総合調査・整備報告書』 (山梨県埋蔵文化

財センター調査報告書第222集、2005年 3月 )

4)『県指定史跡甲府城跡 甲府城跡保存活用等調査

検討委員会報告書』 (2009年 3月 、山梨県教育委

員会)。 野面積みの特徴を残す石垣の配置について

は、別添の図8(山田晋司作成)を参照されたい。

5)図 1のⅧの東西に長い石垣。図4～図6を参照の

こと。図面は、当該箇所の補修工事の担当職員から

いただいたものである。

6)図 1のⅦの石垣。図 2、 図 3に 図面を掲載してい

る。

7)本稿 を執筆するにあたり、特に参考にさせていた

だいた論考のみ掲載する。

A「名護屋城の空間構成のための提言―城内石垣の

巨石が語るもの一」 (『佐賀県立名護屋城博物館

研究紀要 第 1集』1995年 3月 )

B「肥前名護屋城の石垣について一その構造の特質

と技術史上の意味一」 (『織豊城郭 第 3号』、

1996年、織豊城郭研究会編)

C「九州における織豊系城郭研究10年の現状と課

題」 (『織豊城郭 第10号』、2003年 9月 、織

豊城郭研究会編)

8)「唯子一人伝」については、前掲註 7の宮武氏A
論文に依った。

9)「唯子一人伝」では、「 (前略)是ハ破却石垣の

よし。 (中略)最早大事二およひ軍兵内へ引入申時

この石垣ヲ破却する事のよし。夫故鏡積ヲ用ヒ取こ

ほす二はかとる様二いたしたる也。 (後略)」 とい

う記述が見られる。 (前掲註7の論文Aに掲載され

た史料を抜粋引用した。)

10)標準偏差とは、資料の散らばりの度合いを表す

数値である。宮武氏のこれに関する記述は、前掲註

7の Bの 中に見られる。

■)前掲註7の C中の文章より引用。

12)今回分析対象とした石材データの報告書は、以

下の通りである。番号は、表 1の各石垣のデータの

番号と一致する。
・番号 I→ 『山梨県指定史跡甲府城跡 V』 (同第

98集、1995年 3月 )

。番号Ⅱ→『山梨県指定史跡甲府城跡Ⅶ』 (同第

155集、1997年 3月 )

・番号Ⅲ→『山梨県指定史跡甲府城跡Ⅳ』 (同第

93集、1994年 3月 )
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・番号Ⅳ・V→ 『山梨県指定史跡甲府城跡Ⅷ』 (同

第156集、1998年 3月 )

・番号Ⅵ→ 『山梨県指定史跡甲府城跡Ⅲ』 (同第

84集、1993年 3月 )

13)表 2は、実際に計測できた石材のほかは、図面

上からおよその寸法を割り出した。この図面は、勾

配のついた石垣面を正面から測量した立面図である

ので、図面上の長さに石垣面の勾配の比率 (1.15)

を掛け合わせた。図 3の②として示 した鉄門跡の東

側の石垣の一部 (1番の石材周辺と天端部分)は、

平成 6(1994)年 に整備 されているため整備前の

図面が報告書 (前掲註12の 『甲府城跡Ⅳ』)に掲

載されている。

14)こ の 2点 の絵図は江戸時代 の初期、寛文 4

(1664)年以前とされている絵図である。 2点 と

も県埋蔵文化財センターが刊行した報告書に掲載さ

れているので、それを参照されたい。

15)『県指定史跡甲府城跡 (下巻)舞鶴城公園整備

事業に伴う総合調査・整備報告書』 (山梨県埋蔵文

化財センター調査報告書第222集、2005年 3月 )の
Ⅳ-145ペ ージ内、史料番号「史Ⅳ-3-1-15」
の「甲州府中城之図」 (『 日本分国絵図』、内閣文

庫所収)。

16)同 じく前掲註15Ⅳ-145ペ ージ内、史料番号「史

Ⅳ-3-1-16」 の「甲州府中之図」 (南葵文庫

所収)。

17)厳密には①②の絵図には、大手門から鍛冶曲輪

門までの朱線が見られないため、鍛冶曲輪門から銅

門または鉄門の間の経路が一致している。ただし、

同じ寛文以前と推定されている京都大学大学院工学

研究科建築学専攻所蔵の「甲府城並近辺之絵図」

(前掲註4報告書に掲載)には、大手門から鍛冶曲

輪門までの朱線が見られ、逆に鍛冶曲輪門から本丸

への朱線が見られない。これら3つの絵図の未線の

状況を合わせ、「巨石」の配置から推定した経路の

傍証とした。

18)崎田哲「甲府城の鬼門守護と除災招福の思惟一

稲荷曲輪にみる一考察一」 (『研究紀要15号』、

山梨県立考古博物館・山梨県埋蔵文化財センター、

19994卜 )

19)図 1と 図 8を 比較すると、図 8の当該箇所は石

垣によって封鎖 されている様子がわかる。図 1、

8と もに、『楽只堂年録』 (柳沢文庫所収、1707

年成立)の 甲府城の絵図と測量図を参考に作成 し

た甲府城図である。 『楽只堂年録』は、宝永元

(1704)年 から甲府藩主 となった柳沢吉保の記

録である。この絵図は、註15の報告書に史料番号

「史Ⅳ-3-1-38」 にて掲載されている。

20)稲荷曲輪の通路は、もともと大正時代に謝恩碑

建設時の石材搬入路として作られた通路である。

21)「石垣積方秘伝書」は、金沢後藤家に伝わる寛

永10年の年記をもつ初期秘伝書とされている。

(「 [解説]後藤彦二郎の石垣技術書と初期秘伝の

読み方」<『金沢城史料叢書7 金沢城石垣構築

技術史料 1』 石川県金沢調査研究所、2008年 >よ

り)

22)『第 5回全国城郭等石垣整備調査研究会 資料

集』 (第 5回全国城郭等石垣シンポジウム実行委員

会、2008年 1月 17日 ～18日 、於熊本市国際交流会

館ホール)

23)陰陽道は、中国から伝来した陰陽五行説をもと

にした呪術の体系であるが、律令制下、陰陽寮とい

う役所が中務省の管轄下に置かれ、占いや暦、天文

などを掌った。 (『 日本史小辞典』山川出版社、

2001年初版)

24)三鬼清一郎「Ⅶ 普請と作事一大地と人間―」

(『生活感覚と社会』日本の社会史第 8巻、朝尾直

弘ほか編、岩波書店、1987年 )

25)西 ヶ谷恭弘「天下人の築城と作庭―戦国期の庭

園が語る小世界から一」 (『織豊城郭 第19号』

織豊城郭研究会編、1999年 )

26)『図解 庭師が読みとく作庭記』 (小埜正章、

学芸出版社、2008年 )

27)河原者とは、中世以降に河川敷に住み賤民視さ

れていた人びとのことで、宮廷や禅宗寺院の庭に河

原の木石を運んだことから、作庭に従事する「山水

河原者」が現れた。その代表的人物が、足利義政の

同朋衆であった善阿弥である (『 日本史小辞典』よ

り)。
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石垣面の名称
(報告書内データ名)

本丸北腰石垣 No 3

匝 皿 国

甲府城跡石垣石材データ集計表と配置図

※①～③のデータの単位は、cn。 比率の単位は、倍。
※番号は、ドの4「垣t/D配 置rx4と 合致している。
※②は、「巨イ「Jと分類できるか曖味なイヤ材を含むデータ、③は「臣イf」 と判断できるイギ材のみのデータである。
詳細は、本文にて作業手順を坐魂 ている。
※配障図WⅡ・Ⅷのな垣は、別資料 (図 2～ 6、 表2、 3)を参照のこと。

図 1 石材データ採取石壇の配置
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本丸鉄門跡石垣 と『巨石」

野面積み。「鏡石」・矢穴の

ある害1石が良奸に残る。

石垣番号 石材番号 縦 横

①

1 188 130
2 170 170

3 191 208
4 115 130
5 80 160

6 115 180
7 115 210
8 116 190

9 123 180
10 165 163

②

1 187 166

2 152 336
3 149 158
4 210 164
5 150 180

6 155 195

7 136 159

8 115 205
9 115 150

10 90 275

図2 鉄開跡石垣酉]置図

2   4m

表 2 鉄門跡石垣『巨石」石材データ (cm)

※①②それぞれ10石の「巨

石」に番号をつけた。

※②については、1の石材の

周辺が解体調査されているた

め、1の /4材の位置が改変さ

れてしまっているが、石材 自体

は築城期のものであると考えら

れる。1の石材は、本来、2'3

に沿うような配置である。

図3 鉄門跡石垣図面 (①、②)

一 H一



稲荷山輪北東石垣と

0   2   4m

一
図5 稲荷曲輪北東石垣図函

城内方向

「巨石」が特に多いことがわかる。

この部分を拡大したものが、下の図6

江戸期の絵図では石垣で塞

がれていた。

「巨石どが多く「鏡石」が

見られる石垣

解体調査された石垣

検出された野面積

みの石垣

図4 稲荷薩輪北東石垣配置図

番 丹 締 描

1 150 113

2 95 藍30
3 140 205
4 115 奪27

5 193 藍86
6 113 174
7 120 藍82
8 121 奪42
9 95 147

図6 図5の拡大図
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鍛冶曲輪門

図7 甲府城跡の「巨石ど分布と予想されるメインルー ト

<凡例>
●・★  「巨石」の配置のある石垣面

特に、★は、稲荷畿輪北東石垣

矢印は、推定メインルートを示した。坂下FBのところで、2つのルートに分枝するため、以下のよ

うに矢印の表示を変えた。

..i.弘 ir   :毒チb三 :

また、本文に登場する門の名称を入れた。各曲輪の名称は、図8を参照のこと。
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影曲輪

′
′ィ
Ｗ
馘

ヽ _ _… ユ
ヂ

0         511m

ー

図8 甲府城跡石垣内に現存する築城期「野面積み」箇所

※この自地図は、『楽只童年録』内の甲府鍼絵図を元に作成されたもの。

※斜線部が、築城期の野面積み石垣が現存する石垣。

※点線で囲つた部分が、現存の甲府城域。
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資料調査における近赤外線撮影の活用

―考古資料に用いられた赤色顔料判別の試み―

小 澤 美 和 子

1.は じめに

2.こ れまでの研究

2.1 考古資料にみられる赤色顔料とその分析法

2.2 文化財における赤外線撮影の利用

3.近赤外線撮影による赤色顔料判別の試み

3.1 近赤外線撮影の原理と方法

3.2 試料から得られる特性

3.3 考古資料の調査

3.4 結論

4.おわりに

1は じめに

文化財 (こ こで言う文化財は有形文化財)を構成す

る材料を知ることはとても重要である。その構成材料

を知ることで、どのように保管管理するべきか、どの

ように修復するべきか、あるいはどこでつくられたの

か、いつごろつくられたのかなどいくつのも情報を得

ることができるからである。文化財を構成するものの

1つ に顔料が挙げられるが、これを判別することも以

上のような理由から非常に重要である。

顔料の判別にあたっては分析機器を用いて調査する

ことでかなりの成果を得ることができるが、文化財を

所有する全ての機関が分析機器を所有しているわけで

はなく、また大量に資料がある場合それらすべてを分

析機器で調査するのは大変なことである。

このような理由から、筆者は分析機器に頼 らず顔料

を客観的にある程度科学的根拠を伴う調査法として、

近赤外線撮影による判別を提案する。近赤外線は可

視光線よりすこし波長が長い領域でおよそ800nmか ら

2500nmの領域の波長である。一昔前は技術を要 した

赤外線撮影も、現在は赤外線撮影が可能なデジタルカ

メラを用いれば簡便に撮影を行うことができる。既に

この手法による成果はいくつも報告されており (城野

2002、 2004な ど)、 筆者も近赤外線や特定領域の可

視光線のもとデジタルカメラで撮影することで顔料、

染料の判別を試み、いくつか有効な結果を得ている

(小澤、松井、Morgos、 沢田2007)。

この方法の他の利点としては、非破壊非接触である

ことはもちろんのこと、主に赤外線を撮影時のみ用い

るので対象物に与える影響が少ないこと、情報を画面

全体で捉えることができることなどが挙げられる。

分析機器のような高精度の情報が得られる可能性は

低いが、そもそも顔料の判別はまずは肉眼や光学顕微

鏡による十分な観察をしたうえで、光学的手法や分析

機器を組み合わせて行うものである。判別する手段は

多いほうがよいであろうし、場合によっては近赤外線

撮影法が有効な調査法となることもありうる。本研究

は文化財の顔料の判別において肉眼観察よりは客観的

な基礎調査法として近赤外線撮影法の有効性を検討し

活用を目指すものである。そのために、今回は考古資

料に見られる赤色顔料の判別を試みた。

2.こ れまでの研究

2.1 考古資料にみられる赤色顔料とその分析法

縄文時代から古代にかけて一番多く用いられている

顔料は赤色だろう。現代でも赤色は重要な印として使

用されることが多いが、特に縄文時代から古墳時代に

は埋葬施設や遺骸に赤色を施すという施朱の風習など

からも当時の人々にとって赤が特別なものであったこ

とがうかがわれる。

赤色についてはその原料や地域による使用のあり方

など多くの研究がなされている。

これまでに赤色顔料について判明していることとし

て、まず、赤には硫化水銀を主成分とするものと酸化

鉄を主成分とするものに大別されるということは一般

的に知られている①また鉛を主成分とする丹と呼ばれ

る赤色もあるが、これは奈良時代ごるからよく用いら

れるようになるので、それまでは赤といえば硫化水銀

か酸化鉄の 2種類が使用されていた。

水銀を主成分とするものは辰砂という鉱物を細かく

粉砕 したもので、人造的に作 られたものも古くから存

在するが、多くは辰砂を使用していたと考えられる。

酸化鉄を主成分とするものは総じてベンガラとよば

れるが、原料が違うものが何種類かあることが判明し

ており、その形態の違いからパイプ状ベンガラという

鉄バクテリアに由来するもの、非パイプ状のもの、例

は少ないが赤鉄鉱に由来するものなどがある。

赤色顔料の用途としては、身の回りの道具類を彩色

する以外に、弥生、古墳時代においては埋葬施設には

ベンガラを、遺骸には辰砂を施す使い分けがあること

もよく知られている。
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こうした事実の解明に欠かせないのが科学的な分析で

あり、顔料の判別に利用される分析方法はいるいるあ

るが、特によく利用されるものとしては、顔料の主成

分である元素を同定し顔料の推測を可能とする蛍光X
線分析、顔料の結晶構造や化合物を同定するX線回折

分析、顔料の形態を光学顕微鏡よりも詳細に観察でき

る電子顕微鏡観察などがある。先に述べたベンガラの

形態の違いは電子顕微鏡観察による成果である。しか

し、科学的分析の結果が全てというわけではなく、肉

眼や光学顕微鏡による続察、そしてその資料の時代背

景や環境といったあらゆることを総合 して顔料の判別

を行うことが重要である。

ところで、考古学上では赤色を一概に朱と表現する

ことが多いが、本稿では硫化水銀=朱、酸化鉄に由来

するもの=ベ ンガラという意味で表記する。

2.2 文化財における赤外線撮影の利用

文化財の調査において赤外線撮影はその特性から主

に絵画における下絵の検出、考古学においては特に木

簡や漆紙文書の墨書検出などによく利用されるが、

それ以外に顔料、染料の判別にも利用されることが

ある。次の章でもう少 し詳 しく述べるが、物の光の

吸収、反射の度合いは固有であり、赤外線撮影をする

と、同じ系統の色でもその度合が異なれば撮影結果の

画像にも違いがあらわれるのである。

例えば、日本において1950年代には顔料11試料を

赤外線下で調査した結果、「丹と朱は赤外線を反射す

るため白く、ベンガラは吸収するため黒 く写 り、判

別が出来る」 (東京国立文化野研究所光学研究班、

1955)と いった報告が既になされている。また近年

の研究では近赤外線領域での反射撮影、透過撮影、励

起光照射による蛍光撮影
1)に

よる顔料判別の成果が発

表されており、近赤外線領域での蛍光撮影法では顔料

だけではなく有機物である染料に関しても大きな成果

が挙げられていて、例えば退色し肉眼では見えない染

料を捉えることができる (城野2004な ど)。

このように赤外線撮影による調査からは下絵や墨書

以外の検出以外にもかなり有益な情報を引き出せるの

である。

3.近 赤外線撮影 による赤色顔料判別の試み

3.1 近赤外線撮影の原理と方法

一般に光 といわれているものは電磁波の一種で、

波長の長さによって性質に差があり、それにより、X
線、紫外線、可視光線、赤外線と呼ぶ (図 1)。 人間

の眼にみえる波長の領域を可視光線といいそれ以外の

波長領域は目に見えない。光が物の表面に当たると、

吸収、透過、反射、散乱、蛍光発生などが起こるが、

その度合いは物の性質と光の種類により異なり、可視

光線とそれ以外の光のもとで見た様子は異なるので、

様々な情報を得られることが多い。

赤外線は可視光線よりも波長が長いため、散乱光

が少ない。そのため薄いものならば透過 し、可視光

線のもと肉眼では見えない下絵や汚れなどで覆われた

図柄、文字などを見ることが出来る。また、赤外線が

物にあたった時の反射、吸収の様子は可視光線と異な

り、例えば炭素は赤外線をよく吸収するので、墨で書

かれた薄れた文字が赤外線撮影でよく写る。このよう

な原理から、可視光線のもとでは同じようにみえる色

も、別の物質である場合、赤外線のもとでは白黒の濃

度の差となってあらわれるのである。

先にも述べたが、既存研究で赤外線のもとで撮影し

た場合未は明るくベンガラは暗く映ると報告されてい

る。これは両者の赤外線の反射、吸収の'程
度の違いに

起因する。

図 2、 図 3は未とベンガラの近赤外線領域における

それぞれの分光反射率である
2)。

ふたつのグラフからわかるように朱は近赤外線領域

において反射率が約80%と 一様に高 く、一方ベンガ

ラは35%程度の低い値がある。この反射率が画像に

反映されるので、肉眼では類似 した赤色に見える場合

でも、近赤外線撮影をすることで朱とベンガラは容易

に判別ができる。またベンガラに関しては、撮影時に

用いる専用の光学フィルターの選択により、分光反射

率の一番低い数値を含む860nm以上とその部分を含ま

ない960nm以上で画像の漫度に違いがあらわれるとい

う特性がある。

では、この理論に基づき実際の撮影方法を説明す

る。撮影に使用 した機器は表 1の とおりである。今

回使用したデジタルカメラの赤外線受光感度について

は情報を得ることができず定かではないが、これより

前の型で赤外線撮影が可能な「Cyber― shot DSC―
F282」 がおよそ700か ら1000nmの 受光感度であるこ

とから同程度と想定した。

表 1 使用機器              ―

デジタル

カメラ

SONY「 Cyber― shot DSC― H50」

光学フィ

ルター

富士 フィルム IRフ ィルター (IR86、

IR96)

赤外線ラ

ンプ
東芝赤外線照射用電球

IR100/110V100WR 2個

調査によく用いられる撮影法は大まかに分けて、反

射撮影法、透過撮影法、蛍光撮影法の 3つがあるが、

今回は近赤外線反射撮影という対象物に赤外線を照射

しそれから反射してくる光を撮影する方法を用いる。

図 4の ようにIR(Infrared)フ イルターをカメラのレ

ンズ前部に取り付け、可視光線から短波長側の波長を

除去し、赤外線の光のみカメラレンズに入るようにす

る。この時顔料の分光反射率から一番適当と思われる

IRフ ィルターを選択することでカメラレンズに入る
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光の量を調整することができる (図 5、 図 6)。

朱は近赤外線領域においてほぼ一様の反射率なの

で、どれを選択してもよいだろう。ベンガラは反射率

が一番低い値を含む場合とそうでない場合を撮影する

ため今回はIR86と IR96を 使用する。

3.2 試料から得られる特性

理論上の画像の表れ方は把握できているが、実際に

資料を調査する前に試料を用意 し、劣化等 しておら

ず、未、ベンガラそれぞれ単一で単純に塗布されてい

る場合の画像を認識しておくことにした。今回調査す

る資料に合わせ、土器、水晶、石に朱、ベンガラを塗

布し試料とした。塗布するにあたっては、それぞれに

かわで溶いたものを本体の地が見えなくなる程度に適

量塗布し近赤外線反射撮影を行なった。用いた朱とべ

ンガラは日本画の画材として市販されているものであ

る
3)。

撮影結果は図 7～図15で ある。

土器、水晶、石の 3試料とも、理論どおりの画像撮

影結果が得 られた。朱は明るくあらわれ、ベンガラ

は暗く、さらにIRフ ィルターを換えることで濃度の

違いが画像上にあらわれている。ベンガラについて

顕著にそれがみられるのが土器である。IR86の フィ

ルターを用いて撮影 した場合に比べ、IR96の フィル

ターを用いて撮影すると分光反射率の高さが反映され

画像上に明るくあらわれ見えにくくなっている (図

8、 図 9)。 水晶と石については土器ほどベンガラの

濃度差が画像上に顕著にあらわれないが、IRフ ィル

ターを換えるとやはリベンガラが明るくあらわれてい

る。ベンガラについてはそれが付着している本体の材

質によって濃度差が顕著な場合とそうでない場合があ

るが、それは本体の赤外線の反射あるいは吸収の度合

いが影響していると考えられる。

以上の結果を参考にしたうえで、実際に考古資料の

調査を行った。

3.3 考古資料の調査

調査の対象とした資料は山梨県内の遺跡から出土

し、現在山梨県立考古博物館に収蔵されているもので

ある (表 2)。 既に分析され顔料の種類が明らかにさ

れているものもある。本来の順序とすれば、近赤外線

撮影法により顔料の種類をおおよそ推定し、必要に応

表2 調査対象の考古資料 (山梨県立考古博物館所蔵)

じて分析機器で裏づけをとるわけだが、逆に、既に結

果がでているものと今回の調査の結果が矛盾しなけれ

ば、本研究の手法の有効性を示せるといえる。

3.3.1 資料 l石杵  (図 16)

平安時代の竪只住居跡から出土 した石杵で、分析報

告によると実体顕微鏡観察の結果から石杵の一方側の

側面部と先端の平滑部に赤色の物質が、先端の平滑部

のみに金色の物質が石材表面の微細凹部に入り込んで

いることが確認されている。これらの物質について、

蛍光X線分析装置を装備 した走査型電子顕微鏡による

分析の結果、金色物質は純度の高い金であり、赤色物

質は未であるという結果が得られている。

既に朱ということが判明しているので、近赤外線反

射撮影においては赤色の部分が白く明るく画像にあら

われるはずである。撮影結果画像を観察すると、石材

を構成 している鉱物の影響もあり分かりづらい部分も

あるが、赤色顔料が多く付着している部分を拡大して

観察するとその部分が画像に明るくあらわれている

(図 17、 18)。 従って、赤色顔料が付着 した石製品

を近赤外線撮影した時に、このような結果が得られれ

ば朱であるといえる。

3.3.2 資料2 水晶製勾玉 (図 19)

昭和 3年の発掘時に出土 したと伝えられており地元

の方が平成 7年に山梨県立考古博物館へ寄贈 したもの

である。石室内に施された赤色顔料が付着したのでは

ないかと考えられているが、表裏ともべっとり顔料が

付着している。肉眼で見るとすこし黒色化し赤茶色と

もみえるが、実体顕微鏡で観察したところ赤茶色の少

し内部に鮮やかな赤色が見られる部分がある。

近赤外線撮影の結果は図20、 図21である。

試料 2を撮影した場合の画像と比べると赤茶色の部

分がさほど明るく表れないので、ベンガラの可能性を

考えIRフ ィルターを交換 して撮影 したが、ベンガラ

の特性は得られなかった。従って未の可能性が考えら

れるが、推測の部分が多い。

ところで、同じところから出土した碧玉製管玉を同

様に撮影 してみたところ (図 22、 図23)、 こちらは

朱の特性があらわれているので、勾玉もおそらく朱と

推定できる。

勾玉に関して、なぜ近赤外線反射撮影を行なった

資料 1 資料 2 資料 3 資料 4 資料 5

資料名 石 杵 勾玉 耳飾 浅鉢型土器 士笙

材質 石 水 晶 土 土 土

時代 平安時代 古墳時代 縄文時代後期～晩期 縄文時代前期 古墳時代前期

遺跡 御所遺跡 伝銚子塚古墳 金生遺跡 酒呑場遺跡 下西畑遺跡

分析 分析済み 無 し 無 し 分析済み 無 し
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際に本来の朱の特性すなわち画像に非常に明るくあ

らわれるという特性をさほど示さなかったのかについ

ては、水晶自体の赤外線反射率 (あ るいは吸収率)が
画像に影響したためかあるいは朱の色のくすみ (黒色

化)に起因しているのかもしれない。これについては

今後の検討課題である。

3.3.3 資料3 土製耳飾  (図24)

縄文時代後期から晩期の遺構外から出土 したもの

で、赤色顔料と思われるものが付着 している。図24

の線部分で示 したところが、赤色顔料がよく残ってい

る部分である。この耳飾については特に分析等はされ

ておらず、肉眼観察ではその色の鮮やかさから朱では

ないかと思われるが断定はできない。

近赤外線撮影の結果図25の 画像が得 られた。これ

を観察すると赤色顔料が付着した部分が非常に明るく

写っている。これまでの研究から朱が縄文時代後期ご

ろから使用され始めるという時代的なことと併せて考

えても、朱である可能性が高い。

3.3.4 資料4 浅鉢型土器  (図26)

縄文時代前期末の上器で土坑から出土したものであ

る。漆に赤色や黒色の顔料をまぜて彩色されたと考え

られる。

これについては蛍光X線分析によって酸化鉄を原材

料とした顔料を使用しているとの報告がされているの

で、赤色部分はベンガラである。よって、近赤外線反

射撮影においては赤色の部分が暗くあらわれ、さらに

IRフ ィルターの交換により濃度の変化が認められる

はずである。撮影結果は図28、 図29で あるが、特に

赤色の文様線に注目して観察をしてみたが、予想に反

し試料 1に みられるような特性を示さず文様線は肉眼

でみるよりも不明確である。またIRフ ィルターを交

換した撮影結果では、ベンガラの特性である画像濃度

の変化もはっきりと得られなかった。この原因として

は、土器の内面全体に顔料が塗布されていること、ま

た漆が固着剤として使用されていることなど、ベンガ

ラそれのみが単純に土器面に塗布されているわけでは

ないことが考えられる。現段階ではこれ以上の言及は

できず今後の課題としたい。

3.3.5 資料5 壼  (図 30)

古墳時代の方形周溝墓の周溝から出土した土器であ

る。資料 4の浅鉢型土器は土器焼成後に顔料で彩色さ

れたものだが、こちらは土器表面が磨かれているので

焼成前に酸化鉄を成分に含むもの、つまり土器にベン

ガラを塗りつけてから焼成 し赤色に発色させたと考え

られる。撮影結果は図32、 33の とおりである。顔料

が剥げて土器の胎土と顔料塗布部分が見える箇所を拡

大して観察してみたが、ベンガラが塗布 してある部分

は画像上にあらわれず、IRフ ィルターを交換 しても

濃度の変化はあらわれない。

試料 1では土器に塗布 したベンガラは画像に暗くあ

らわれ分かりやすかったが、この壷の場合、焼成 して

赤く発色させるという塗布の仕方のためか、塗布 して

あるベンガラの厚さによるのか、画像上にあらわれな

い原因はいろいる考えられるが、これについても今後

の課題としたい。

3.4 結論

考古資料に付着している赤色顔料の判別を試みるべ

く石製品、土器、土製品についてそれぞれ近赤外線反射

撮影を行ったが、未に関しては、石杵、水晶製勾玉、

土製耳飾の近赤外線反射撮影において、ほぼ理論どお

り近赤外線領域での分光反射率が反映され画像に明る

くあらわれる性質を示す結果を得 られた。おそらく木

製品や他の材質でも同様の結果が得られるであるう。

縄文時代の木胎漆器の赤外線撮影において未が使用さ

れている部分が明るくあらわれている実例もある
4)。

未の黒色化や材質の赤外線反射、吸収率の影響なども

考慮 しなければならないが、概 して朱の判別には近赤

外線撮影は有効といえるだろう。

ベンガラに関しては、それが使用されていると判明

している浅鉢型土器と製作技法からベンガラを使用し

ているはずの壷を撮影したが、どちらも近赤外線反射

撮影においてあらわれるはずの特性が得られなかっ

た。それは、画像上に暗くあらわれ、かつIRフ ィル

ターを換えることで濃度に変化があらわれるという特

性であるが、2つの資料とも画像上に何もあらわれて

こない。その原因はさまざまなことが考えられるが、

ひとつにはベンガラが上器の表面に単一に単純に塗布

されているわけではないことに起因するかもしれな

ヤゝ。

近赤外線撮影による朱とベンガラの判別はこれまで

の研究成果からも容易であることはわかっていた。今

回の調査においてもそれを期待 したが、両者の違いは

一応認められたものの、特にベンガラについては近赤

外線撮影のもとあらわれる特性が十分認められなかっ

たので、この調査法の有効性を十分示せたとは言いが

たい。

近赤外線撮影による顔料の判別の活用を目指すため

にはいくつもの課題を検討する必要性を今回の調査に

おいて認識した。それは次のとおりである。

・塗布されている顔料の厚さ
。固着剤の種類、混色、焼成 して発色させるなどの塗

布の方法

・劣化や変色 した顔料
。例えばパイプ状ベンガラとそれ以外のベンガラと

いった顔料の原材料の違い
。塗布する本体の材質による顔料の画像上のあらわれ

方

これらのことが近赤外線撮影法においてどのように
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影響するのか検討し、そして、この手法ではどの程度  参考文献

までの顔料の判別が可能となるのか明らかにし、どの  出雲弥生の森博物館 :平成22年度夏季開館特別展図録 弥

―出雲王が愛した色(2010)ような場合に有効なのかを示 していく必要がある。     生人の彩エンス

市毛勲 :新版 朱の考古学,雄山閣出版 (1998)

小澤美和子、松井敏也、Morgos Andras、 沢田正昭 :可視4.お わ りに

本研究は、顔料の判別の際に、分析機器などを使用   光線、近赤外線下でのデジタルカメラ撮影を利用した

する前の基礎的調査法として近赤外線撮影の利用を提   浮世絵版画に使用される顔料、染料同定の試み,文化

案するもので、今回は考古資料における赤色顔料の判   財保存修復学会第29回大会研究発表要旨集 pp.218-219

別を試みたが、特にベンガラにおいては有効性をあま   (2007)
り示すことができず、いくつもの課題が浮かび上がっ  上條朝宏 :縄文時代から古墳時代の赤色顔料について,色
た。また、朱に関しては有効性を示せたと考えるが、   材 第77巻第2号pp.86-90(2004)

蛍光X線分析などの科学的な裏づけも示せればよかっ  城野誠治 :近赤外線画像の形成と利用,美術研究376号

たがそこまで至れなかった。課題が多く残 る結果と   pp.372-386(2002)
なったものの、今後それらを順次検討し解決していく  城野誠治 :可視域内励起光を用いた蛍光反応による物質の

ことで本手法の有効性を高めたいと考える。そのため   識別法,月刊文化財N0487 pp.9-12(2000

には、文化財に用いられている顔料の分光反射率デー  鈴木稔 :大月市御所遺跡第8号住居跡出土石杵付着の金色

夕の蓄積、資料の撮影画像データの蓄積、分析機器に   と赤色の物質について,山梨県埋蔵文化財センター調査

よる裏づけなどが必要となってくる。これらのデータ   報告書第154集 大月市御所遺跡大月バイパス建設に伴う

の蓄積から、近赤外線撮影による顔料判別の基準とな   発掘調査報告書p.64(1998)

るべきものを提示 し、この手法が文化財の顔料の判別  東京国立文化財研究所光学班 :光学的方法による古美術品

を簡便にできる基礎的調査法として活用されることを   の研究,吉川弘文館 (1955)

展望とする。                      永嶋正春 :漆技術の起源,特別企画 歴史を探るサイエン

ス,国立歴史民俗博物館pp.28-32(2003)

文化財のための保存科学入門pp.138-註                         成瀬正和 :顔料 ,

1)調査 における写真撮影法はおおまかに 3種類 あ   152,角 川書店 (2002)

る。                          本田光子 :比恵遺跡57次調査出上の辰砂について,福岡市

反射撮影法は対象物に光 を当てた場合、その対象   埋蔵文化財調査報告第530集 比恵遺跡群24_第 57次調

物から反射 される光 をカメラで撮影する方法。      査報告pp.101-104,福岡市教育委員会 (1997)

透過撮影法は対象物に光 をあててそれを透過 した  山梨県教育委員会 :山梨県埋蔵文化財センター調査報告書

光を撮影する方法。                  第41集 金生遺跡Ⅱ (縄文時代編)(1989)
蛍光撮影法は対象物に励起光を照射すると、対象  山梨県教育委員会 :山梨県埋蔵文化財センター調査報告書

物から反射される光とは全く異なる光が生じること   第114集 甲ッ原遺跡Ⅱ第3次・4次調査 (1996)

があり、この新たに生じた光 (=蛍光)を撮影する  山梨県教育委員会 :山梨県埋蔵文化財センター調査報告書

方法。                        第135集 酒呑場遺跡 (第 1・ 2次)(1997)
2)こ の分光反射率は、筆者が本研究に先立ち近赤外  山梨県教育委員会 :山梨県埋蔵文化財センター調査報告書

線撮影調査をした際に、株式会社 日本分光西東京   第196集 下西畑遺跡・西畑遺跡・影井遺跡・保坂家屋敷
サービスセンターに依頼波I定 したデータをもとに作   墓 (2002)

成 したグラフである。使用機器は同社製「紫外可視  山梨県教育委員会 :山梨県埋蔵文化財センター調査報告書
近赤外分光光度計V-670」 。              第216集 酒呑場遺跡 (第 1～ 3次)(2005)

分光とは光を波長成分 (=ス ペク トル)にわけた

ものであり、可視光線を分光した場合は7色の色の

帯としてスペク トルを見ることができる。

測定した朱とベンガラは日本画画材用の市販品だ

が、文化財に用いられているものと化学的組成は同

じなので、さほど問題ないと考えている。

3)化学的組成が未は硫化水銀、ベンガラは酸化鉄で

あるものを使用している。

4)参考文献の「特別企画 歴史を探るサイエンス」

P31に掲載。
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図7 試料 1 土器

図 10 試料 2水晶

図 9 1R96を 使用 した近赤外線撮影結果
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図 8 1R86を 使用 した近赤外線撮影結果

図 刊1
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図 14 1R86を 使用 した近赤外線撮影結果

図 刊3 試料 3石

図 16 資料 刊石杵

(点線の内側 )

図 15 1R96を 使用 した近赤外線撮影結果

:擾|

図 18 1R86を 使用 した近赤外線撮影結果

朱の付着部分があかるくあらわれている

図 17  資料 1

線内部 :赤色顔料 (朱 )

石杵 一部拡大

がよく残っている箇所
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図 司9 資料 2 水晶製勾玉

勾玉付着の赤色顔料は、近赤外線撮影において

さほど明るくあらわれないが、ベンガラの特性

はみられない。

図 22 資料 2‐ 2若玉製管玉

図 24 資料 3土製耳飾

線内部 :赤色顔料がよく残っている箇所

図 20 1R86を使用 した近赤外線撮影結果

図 21 lR96を使用 した近赤外線撮影結果

図 23 1R86を使用 した近赤外線撮影結果

図 25 1R86を使用 した近赤外線撮影結果

赤色顔料の部分か明るくあらわれている

-23-



図26 資料4 浅鉢型土器 図27 浅鉢型土器 一部拡大

点線部分は赤色 (ベンガラ)で文様が描かれている箇所

IR86を使用 した近赤外線撮影結果

赤色顔料の部分は IR86、

撮影画像からベンガラの特性はあまりみられない

図31 壺 一部拡大

斜線部は赤色顔料がよく残っている部分

図 33 1R96を使用 した近赤外線撮影結果

IR96ど ちらも画像にあらわれない
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IR86を使用 した近赤外線撮影結果 図 29 1R96を使用 した近赤外線撮影結果

図 30 資料 5壷

図 32



山梨県立考古博物館・山梨県埋蔵文化財センター  研究紀要27 2011年

県指定史跡甲府城跡石垣への落書き対応策の検討

一子供たちによる落書き消 しイベント報告―

望 月 和佳子 。宮 里 学

1.経緯および状況

2.対応策の検討

3.具体的作業方法の検討

4.第二酸化鉄溶液による石垣化粧

5.実施状況 ―落書き消 し大作戦一

6.今後への課題

1,経緯および状況

文化財への心無い落書きが国際的な問題となってい

る昨今、この問題に関しては当県も例外ではない。数

年来頻発している県指定史跡甲府城跡 (以降「甲府城

跡」)の石垣に対する落書き行為は、甲府城跡の史跡

としての価値を下げるだけでなく、都市公園舞鶴城公

園 (以降「舞鶴城公園」)を訪れる来客者に不快な気

分を与えるなど重大な問題を呈している。都市公園と

して管理をする県土整備部が、注意看板や予防措置な

どを講じても、増加の一途をたどるのみである。

数回にわたる新聞報道
1)や

、インターネットでの悪

評などを受けてその対策に苦慮する中で、このたび社

団法人甲府青年会議所が実施する青少年育成事業「未

来のヒーロー育成委員会」 (JCI)の 活動に協賛

し、子供達との落書き消しボランティア作業を実施す

ることとなった。

この作業は、甲府城弥の美観を取 り戻すことだけに

とどまらず、郷上の歴史を学び、文化財を大切にする

心を育むことを主たる目的とし、メディア等を媒体と

してこの活動を周知させることによって、今後の落書

き抑止効果をも期待するものである。

2.対 応策の検討

落書き消 し作業を行うに先立ち、城内にある落書き

の現状を調査した。結果は以下の通りであるが、日を

追うごとに落書き被害は進んでおり、あくまでも調査

時点での状況である。

現状

(場所)

○城内各所に散見される。 (図 1)

○天守台の穴蔵や坂下門周辺など、人目につきにくい

場所が多い。

○植栽や柵がある場所には僅かしか見られない。

(位置)

○下から1～ 1,7mの高さが多い (書 きやすい)。 (写 1)

○最下段や、最上段(上から手の届く場所)の石にもあ

る。

(石材)

○風化した石材に書かれることが多い。

○比較的平坦面が多いが、凹凸のある面の場合 もあ

る。

(傷質)

○手近の石で引っかいて書いたようなものが多い。

○ほとんどが一本線で書かれた単純なものである。

○一部、何度 も重ねて太 く書いたものもある。 (写

2)

○深さはlmm程度の浅いものが多い。

02mmを 超える、深くえぐるような事例も若千ある。

○石の表面状態 (石自体の色・酸化状態・苔付着)に
より、深さはなくても目立つものが多い。

○インク等による落書きは、稲荷曲輪 トイレに若千あ

るのみで石垣には見られない。

(内容)

○多くが名前などの単純なものである。

○傘マーク・ハー トマークといった記号も多い。

○下品な言葉も散見される。
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図 1 城内落書き状況 ‐ :落書き箇所 (調査時点 )



写 1 落書きの多い位置

3.具 体的作業方法の検討

インターネットや図書館で文化財に対する落書き対

応記事を調査した。その結果、落書きの種類としては

インクなどによるものと、硬質なもので傷を付けたも

のの両方があったが、具体的な消去作業を行った事例

は少なく、その少数事例の全てがインクなどによる落

書きに対するもので、甲府城跡石垣にみられるよう

な、傷状の落書きへの対応策として適切な事例を確認

することができなかった。そのため、調査対象を文化

財に限らず、一般家庭でのコンクリー ト材の補修や、

墓石などの石材の補修方法にまで範囲を広げて行った

ところ、専門家の手による専用キットなどを使った補

修の記事を確認した。

それらの記事を参考に文化財保護を大前提として、

今回のイベントの主体となる子供達にも可能な補修方

写2 文字幅の広い落書き

法を検討するために、専門技術や道具を必要としない

いくつかの検討案をあげ、石垣補修の専門家の意見も

参考としつつ実験を行った。その内容と実験結果は次

のとおりである。

(1)検討案

1.ナ イロン製ブラシ (爪ブラシと歯ブラシを使用)

2.ス チールタワシ+亀の子タワシ

3.絵の具

4.墨汁

5.補修用ボンド

6。第二酸化鉄溶液+松煙

7.サ ンドペーパー

8.補修用パテ

9.苔

(2)実験内容・結果

検討案 実 験 内 容 結 果 評価

1 ブラシで傷部位周辺をこする。 表面の汚れを落とす程度で消える、ごく薄い落

書きには有効。

△

2 スチールタワシで傷部位周辺をこすった

後、亀の子タワシでこする。

ブラシだけでは消せない落書きでも有効だが、

石の表面を若千削る結果となる。

×

０
０ 傷の上を絵の具で塗り、傷を隠す。 個々の石に適した色をつくることが可能。扱い

も簡易である。水彩は雨で落ちるがアクリルは

耐水性がある上、速乾性も高いという利点があ

る。別途詳細を参照。

○

4 傷の上を墨汁で塗り、傷を隠す。 墨の黒と同等の黒い石以外では不適当。 ×

5 石材用 ボ ン ドに絵の具 を混ぜ、傷 に塗

る。

絵の具と混ぜる事で個々の石材に適 した色での

修復が可能であるが、乾燥後テカリが残る。

×

6 第二酸化鉄溶液と松煙との混合液を、

度や混合率を変えて数パターン作 り、
へ塗布して変化を確認する。

濃

石

原液のみでは茶変 し、松煙を混ぜると黒変す

る。石の酸化を進め落書きを目立たなくするこ

とができるが、石の質による変化の予想が難 し

い。別途詳細を参照。

△

7 サンドペーパーで傷部位周辺をこする。 スチールタワシの結果を受け不適当と判断。実

験せず。

8 補修用パテで傷部位を埋める。 専門的技術を要するので実験せず。

9 人工的に苔を塗布し、傷を隠す。 長期間の手間が必要とされるので実験せず。
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上表の通 り、検討案 2については石垣をより傷つ

け、検討案 4・ 5についてはかえって石垣の美観を損

ねる恐れがあるため、落書き消 しの対応策としては不

適当と判断して不採用とした。また検討案 7・ 8。 9

については表中の事由により、実験自体を行わなかっ

た。

以上の結果により今回の、子供達が主体となる作業

の方法としては検討案 3が最適と判断し、また検討案

1についても、対応できる落書きは限られるが最も石

垣に負担をかけない方法であり、併用することが効果

的であると判断して採用することとした。

なお、検討案 6に関しては薬品を使用するため今回

の作業では不採用としたが、今後の落書き消 しや石垣

保全作業の中で有効な手段の一つであると判断し、項

を改めて後述する。

(3)絵の具による落書き消し

絵の具の選択

絵の具による実験を行うにあたり、 3種類の絵の具

を使用した。それぞれの詳細については以下の通りで

ある。

1.水彩絵の具

市販の水彩絵の具を使用した。扱いが簡易で速乾性

もなく、充分に石色を観察し、個々の石材に応じた色

を作り傷に塗り重ねる事で、落書きを消す事が可能と

なる (写 3・ 4)。 だが、降雨の影響を受けやすく、

色が落ちて傷が再び現れるだけでなく、脱色 した色素

が雨滴のままに広がり、不自然に石垣を汚す結果と

なった (写 5)。

写5:数日経過 (降雨 )後

2.ア クリル絵の具 (タ ーナーアクリルガッシュ)

市販のアクリル絵の具を使用した。水彩絵の具同様

に扱いは簡易で、個々の石材に心じた色を作り易いと

いうだけでなく、耐水性と速乾性に優れており降雨に

強いという利点もある。だが、速乾性の高さが、色の

選択が不適当であった場合の修正が難しいという、こ

の作業を行う上での欠点ともなる。

しかし充分に水を含んだ筆で素早く絵の具を薄め、

布等で拭き取る事でほぼ絵の具を落とす事が可能であ

る (写 6。 7)。

時間が経過し水で落とす事が不可能な場合、専用ク

リーナーやシンナー・マニキュア用除光液などで対応

する事は可能だが、自然石という性質上薬剤が表面に

留まりにくく、完全に落とす事が困難であるため、や

はり色を塗る際には注意が必要である (写 8'9)。

3.ア クリル絵の具 (タ ーナーグレインペイント)

市販のアクリル絵の具を使用した。グレインペイン

トは細かい色粒子を含んでおり、砂の質感を出す事が

出来る。通常の絵の具と同様の取り扱いが可能である

が、色を混合 させた場合に粒子同士は混ざらず残る事

になり、アクリルガッシュと比べると石材に最適な色

を作るのが若千難しくなる。だが取り扱いに慣れてく

れば、混ざらない粒子が逆に自然石の色としてリアリ

ティを生み、さらに石材と似た質感を出せるので、グ

レインペイントは補修に最適な素材といえる。アクリ

ルガッシュより若千コス トが上がる。

以上、総合的な判断から今回のイベントではター

ナーアクリルガッシュを使用する事とした。

作業の道具

今回の実験とイベントで使用した道具は以下の通り

である。

(絵の具)

基本色…白 (ホ ワイ ト)。 黒 (ジ ェッ トブラッ

ク)・ 茶 (バーントシェンナー)

副色 …黄色・赤・青・緑など

(筆 )

太めの筆 (丸筆 。平筆を問わないが、行程上太めの

写 6:色の選択ミス 写 7:直後に水で除去

写 8:長時間経過 写 9:薬品で除去

写 3:処置前 写 4:処置後
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筆が作業 しやすい)

(ブラシ)

軍手で汚れを落とした後と (検討案 1の実験内容通

り)、 絵の具を塗布 した後に色をなじませる為に使

用。

(水 )

筆洗用とぼかし用として、多めに用意する。

(紙皿)

パレットの代わりに使用。渇いた絵の具は落とす事

が困難である事とあわせ、作った絵の具の色合いを

確認する紙としても利用できる。

(雑巾)

塗った色の修正の際に、石面の絵の具を拭き取る為

に使用。

(軍手)

作業の前段階として石表面の汚れを落とす際に使

用。この作業で傷が消える事がある。手の平面に滑

り止めがついているものは不適当。

作業のテクニック

甲府城跡の石垣石材は多くが安山岩であるが、産

地・経年変化等の違いからその色調は同一ではない。

石の表面を充分に観察し、どのような色をしているか

(含まれているか)を分析する必要がある。直射日光

や色味を含む夕陽が正確な判断を妨げるので、影響を

受けやすい時間帯や状況は極力避ける。

補修に使う色は少し多めに作ることが望ましい。だ

が、速乾性が高いため、作りすぎにも注意を払う。紙

皿上に各々の色を多めに出しておくと、万一作った色

が足りなくなってもすぐに作り足す事ができる。濃度

は少し濃いめに作るとよい。絵の具はそのままでは色

が濃く見えるので、必ず紙の上 (紙皿の空いた部分な

ど)に塗って濃度を確認する。

傷を補修する際、傷を埋めるように筆先を使って絵

の具を乗せる。そのままでは周囲の石材の色から浮い

てしまうので、水で薄めながら、周囲になじませるよ

うにばかしていく。必要以上に塗り広げすぎないよう

に注意を払う。最初に乗せた色の周囲を水でぼかした

後は、筆にあまり水を含ませず根本をつかって塗り広

げるようにすると上手くいきやすい。

一通り塗り終わったら少し離れた位置から眺め、仕

上がりを確認する。最後にブラシで軽くこするとさら

に色がなじむ。

4.第二酸化鉄溶液による石垣化粧
この頂では前項 (2)で触れた第二酸化鉄溶液によ

る補修実験について述べる。

当初、石材の風化・酸化を人為的に進める事により

落書きを目立たなくする方法を検討した。その為の溶

剤として第二酸化鉄溶液での実験を行ったが、石材に

よりその変化に誤差が見られた。そのため長野産の新

素材 (佐久石 :安山岩)を使って実験模型を作り、そ

の結果おおまかな変化の傾向を掴む事は出来た。だが

既に風化の起こっている石垣でのデータが少ない上、

薬品で石垣を痛める事にもつながるため、石垣の落書

きを修復する方法としては採択が難しいであるう。

ただし、これまで甲府城跡で行われてきた石垣修繕

作業の中で、経年変化による痛みや詰め石の落下・損

失などから新材に変えてきた箇所があるが、その色調

の差から違和感を唱える声も少なからずあった。今後

はそれら新材の化粧方法の一つとして採用する事を検

討課題にいれられるのではないだろうか。

酸化鉄実験模型 2/溶剤混合比…第二酸化鉄 :松煙 :水

石材 30:1 :0 20:1:4 301118 301 1:4

石材 原液 75: 1:2 40: 1 :30 50: 1 : 16

5,実 施状況 ―藩書き消 し大作戦一

平成 22年 8月 22日、甲府城跡天守台穴蔵におい

て、甲府市内の小学校 3～ 6年生を中心とした親子約

17組が参加 し、落書き消 し大作戦が行われた。次

ページはその際に配布 した手引き書である。

真夏の炎天下ではあったが、作業手引き書をもとに

作業の方法を学んだ小学生や父兄らによる懸命な落書

き消 し作業の結果、旧状とはいかないまでも、一見で

は落書きが気にならないまでの作業を行うことができ

た。

この作業に先立ち、子供達は「ヒーロー育成合宿」

を行い、自分達の住む街の問題点を自らの足で歩いて

酸化鉄実験模型 1/溶剤混合比…第二酸化鉄 :松煙 :水

石材 2: 1 :50 2: 1 :30 21 1:20 2:1 : 10

石材 30:1 :60 20: 1 :30 10: 11 16 40:2:60
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探り、「思いやリマップ」を作成 した。その中でも大

きく取り上げられた甲府城跡の落書きを、自分達の手

で消 し美観を取り戻せた事により、参加者達の文化財

を大切にするという意識の、更なる向上につながった

事を期待したい。

当日の作業を含め、子供達の一連の活動は新聞やテ

レビなどのメディアにも大きく取り上げられた。作業

から数ヶ月経過したが、現在のところ新たな落書きは

確認されていない。子供達の活動を目に耳にした人々

は勿論の事、そうではない人々にも綺麗な場所には落

書きをしにくいという人間の心理が働くのだろうか。

綺麗になった天守台を訪れる観光客も、甲府城跡の魅

力を堪能していることであるう。この状態がいつまで

も続いてほしいと願う。

6.◆ 後への課題

今回のイベントに係わり補修された石垣は、天守台

穴蔵と坂下門周辺の改修済み石垣のみであり、城内の

落書きは完全に消 しきれてはいない。アクリル絵の具

での補修跡は紫外線による劣化で薄まりつつあり、そ

れに伴い消 したはずの落書きの傷が現れてくる可能性

もある。今後はそれらへの対応や経過観察は大きな責

務として、再び穴蔵の落書きがくり返されないための

対策をとる必要がある。

これまでの取り組みとしては、注意看板や筒易的な

柵の設置、場所によっては低木植栽に抑止効果を期待

してきたところである。特に柵や植栽はある程度の効

果がある反面、城内全域に設置するには経費や景観の

問題や、利用者と文化財の境界を作ってしまうという

精神的な抵抗もある。そもそもの問題は社会的常識の

欠如という感があるが、落書き当事者にしてみれば、

気にも留めない些細な行為とも思える。

今後は、前述のような取 り組みを継続するにして

も、やはり文化財の価値を理解してもらい、石垣を大

事なものと再認識する機会も積極的に用意する必要が

ある。

今回の試みは、甲府城跡整備に長年指導を頂いてい

る学識経験者の方や保存処理を専門にされている方の

助言で実施することができた。実施直後の観察で、一

度きれいにするとしばらくは落書きは抑止できるとい

う効果もわかり、落書きされやすい場所の特定にもつ

ながった。

本来なら三度とおこないたくない作業だが、引き続き

注視していかなければならない。

末筆ではあるが、今回の取 り組みに指導助言 くだ

さった甲府城跡鉄門復元整備検討委員各位、工事関係

者、石工の皆様、甲府青年会議所とボランティアで協

力くださった山梨県の子供たちに感謝申し上げる。

註

1)『山梨日日新聞』2005年 5月 22日 付、2006年 4月 17

日付、2006年 4月 22日 付 記事
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甲府賊節 密書き消し六作戦の有法
山禦県埋蔵文化財七ン守―

Oは じめに (5分間)山梨県教育委員会の文化財専門職員による説明

1.消す落書きを選ぼう
。黄色いテープが貼ってある石から選んでください。
【注意 !】 自分の背の高さなどを考えて、

作業しやすい場所を選ぼう。

2.石のクリーニングをしよう
・表面の泥やコケなど、汚れを取ろう。
・最初に軍手でほこりをはらおう。
(指でこすつて消せる落書きもあります)

3.絵の具を使う前にプランでこすつてみよう
。プラシで消える落書きもあります。
【注意 !】 線の上だけでなく、広い範囲で

軽くこするようにしましょう。

4.石の表面の色合いを良く観察し、話し合おう

5。 絵の具をお皿の上でまぜて、色を作ろう
【注意 !】 よく相談しながらやりましょう。
【重要】 水で薄めに作つてください。
【ホ
°
イント】色は多めにつくつておきましょう。

6.紙に試し塗りをして色合いを確認しよう

7.実際に選書きを消してみよう
【注意 !】 一度乾いてしまうと、すぐには消せないので慎重に作業してください。
【重要】 港書きの線だけなぞつて塗ると、より目立つので幅広に塗りましょう。
【重要】 全体には塗らず、町要最低限の範囲に塗りましょう。
【重要】 薄めの絵の具で重ね塗りをしましょう。
【ホ
°
イント】 失敗したら、水を含んだ筆で薄めて布やティッシュでふさとりましょう。

【ホ
°
イント】 周辺は「ばかす感じ」に仕上ましょう。水を含んだ筆で上手にできます。

【ホ
°
イント】 塗つた後にプランでこすると、色がなじんできます。

少し離れて観察しましょう
【重要】色合いや塗り方を確認しあいましょう。良ければ作業完了です。

甲府峨障の石垣勝事豊臣蒼吉の命令で作られた六翻な文化財です。
密書と消しも慎重におこなってくだとい。

つた後にブランでこする
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山梨県立考古博物館・山梨県埋蔵文化財センター  研究紀要27 2011年

博物館における青銅鏡作 り体験の実際的方法 2
一三珠大塚古墳出土六鈴鏡の復元と青銅器製作体験プログラムの導入について一

雨 宮 加 代 子 。長 谷 部 久 樹 。米 田 明 訓

イよじめに

1 各種鈴鏡の実態調査

2 鈴鏡復元における技術的原則

3 鈴鏡作りの実際的方法

(1)基型作り

(2)鋳型作り

(3)中 子作り

(4)中 子の設置

(5)湯 口などの設置

(6)湯 入れ用資材の準備

(7)鋳型の加熟

(8)湯 入れ

(9)型はずしとバ リ等の除去
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おわりに

はじめに

山梨県立考古博物館で今年度開催された特別展『発

掘された女性の系譜』において展示された二つの巫女

の人物埴輪 (群馬県邑楽郡大泉町古海出土 。栃木県小

山市飯塚31号墳出土)は腰に鈴鏡を着けている。こ

れら以外に鈴鏡を装着した巫女埴輪として有名なもの

は群馬県太田市塚廻り3号墳出土のものがある。そし

て今、この「鈴鏡」というものは、私たちに強い好奇

心を抱かせてやまない存在となっている。

例えば、巫女埴輪は古墳時代の人々の直接的な造形

物であるのだから、「鈴鏡」は巫女という特殊な業務

に携わる女性たちが何らかの目的を持って携帯し使用

していたことは間違いないものであろう。しかし実際

に鈴鏡が発見されている数少ない古墳たちの出土遺物

に目を向けると、甲冑など必ずしも女性に関連しな

い共伴物が多いようである。要するに巫女たちの「商

売道具」ともいえる鈴鏡であっても、当時の権力者た

ちが古墳に埋葬される際は、巫女たちの手を離れ、通

常の鏡類と同じ扱いを受けていた感がある。古墳時代

の鏡類が、どのような人物たちに、どのように使用さ

れていたのかは大いなる疑問である。鏡類が、最終的

には古墳に祭斤巳的な役割で埋納されるものであったと

しても、鈴鏡だけは古填に埋納される以前には、巫女

たちがその業務に関連して使用していたことが明らか

になっているところが興味深い鏡という所以なのであ

る。また、製作使用された時代も5世紀後半～6世紀

前半に限定されているようである上、東日本から数多

く発見されているという点、そして鈴鏡の文様には、

明らかに時代を遡ったような「先祖返り」ともいえる

ような連弧文鏡や神獣鏡などの古いモチーフが見られ

る点も興味深い現象である。

今年度の特別展では巫女埴輪とは別に鈴鏡も二点展

示されていた。小中高校生も含め入館者の方々は、私

たち博物館職員の好奇心よりもさらに強い「問題意

識」を持つようである。繰り返し語られることである

が、一般入館者の方々の展示物に対する疑間とは極め

て本質的で直接的なものが多い。すなわちそれらは専

門家にとっては最も答えに窮するような問いとなる。

現実に鈴鏡に関して投げかけられた問いは以下の三点

に絞られる。

①鈴鏡は振るとどのような音がするのか ?

②巫女たちは鈴鏡をどのように使用していたのか ?

③鈴鏡はどのような方法で作られた (鋳造された)も
のなのか ?

①については、レプリカしか所有していない博物館

では無理だが、状態の良い鈴鏡を実際に振ってみれば

確認できることである。しかし実はそれ自体が難しい

ことだ。実際に振って音が出せるような状態の良い鈴

鏡が国内にどれほど存在するものなのかどうか、私た

ちはそのような情報は持ち合わせていなかったから

である。また振ることが可能な鈴鏡が存在したとし

ても、すべての鈴鏡が同じ音を発するはずもない。鈴

の中の丸の種類と大きさ。形状、鈴自体の大きさとそ

の厚み、そして鏡部分の大きさや厚み、地金の錫の合

有量などでも、発する音は微妙に変化すると推測され
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る。鈴鏡の個体差を超えた最小公倍数的な「音」を見

つけ出す必要があるだろう。

②は、最も難しい問いである。巫女たちが単なる鏡

ではなく、鈴の付いた鏡を携帯していたということ

は、音を発することに意味があったと考えざるを得な

い。鈴鏡は、銃に鈴が付いているというよりも、鏡の

機能も有した鈴であったと解釈すべきかもしれない。

私たちが真っ先に連想するのは、鈴を振り鳴らしなが

ら舞う現代の巫女舞いであるう。それ以上の回答はな

かなかイメージできない。

そして最後の③であるが、これは製作方法を論理的

に検討した上で実際に製作実験してみるしかない。知

人の研究者の中には「鈴用の中子 (な かご)の中に丸

(が ん)を封入すれば鋳造できるよ」といとも簡単に

考えている方々も見られたのであるが、このような思

考は単なる「知識」のみに基づくもので「実感で思

考」されたものではない。実感で思考するには実際

に行動し、現実を見るしかない。「百間は一見に如か

ず」なのである。なお、現時点で国内から鈴鏡の鋳型

が発見された例はない。

さて、山梨県内では鈴鏡は一点のみ存在 (現存)し
ている。今年度の特別展でも展示された市川三郷町の

三珠大塚古墳出土のものである。そして風土記の丘研

修センターの一職員からこんな提案があった。

「大塚古墳の鈴鏡を復元できないものでしょうか ?」

面白い発案だと思った。風土記の丘研修センターで

青銅鏡作り体験を開始して三年の月日が経過してい

る。直径15cm前後までの青銅鏡については、製作体

験できるノウハウは何とか会得できたと感じている。

この辺で新たな課題に挑戦してみるのも悪くない。鈴

鏡作りが可能になり、さらにその成功率を上げて製作

体験を一般化できれば博物館の教育普及活動として幾

つかの新しい分野が開拓できる可能性が大きい。例を

挙げてみよう。

①今までの青銅鏡作り体験では最終的に「顔を映す」

という機能を目標としていたが、それに加えて「音

を出す」という新たな機能が追加され、体験参加者

の古代史への興味がさらに増加する契機となり得る

点。

②山梨県立考古博物館には国の補助金で製作した教材

用の巫女埴輪の衣装が存在する。復元した鈴鏡をそ

の衣装のアイテムとして活用可能である点。 (今ま

ではただ「古代衣装を着る」というのみであった体

験に鈴鏡という音を出す道具が加わり、上記①と同

様に体験参加者の古代史への興味がさらに増加する

契機となり得る。)

③鈴鏡を教材や展示物として使用する目的のため、学

校関係や文化財関係の教諭・職員に製作体験の場を

設けられる点。その結果、教材としての鈴鏡を比較

的安価で教育関係者たちが自ら製作体験 した上で入

手することが可能となる。 (孜材利用という点から

考えると専門業者に依頼 して精緻なレプリカを製作

する方法がある。しかし鈴鏡自体の発見例が少ない

ためにレプリカ製作の機会が極めて限定的になる。

その上レプリカが樹脂製では、どんなに本物と見分

けがつかない出来映えであっても、まともな音が出

ないか全く音が出ないものとなり、児童生徒や博物

館入館者たちがそのレプリカを手にしても「鈴鏡」

というものを「実感」できない。また最大の問題と

して、レプリカ製作自体に高額な費用がかかること

があげられる。)

風土記の丘研修センターでは、以上の二点を主たる

目的とし、とにもかくにも三珠大塚古墳出土の六鈴鏡

復元作業を開始してみることとしたわけである。 (米

田)

1 各種鈴鏡の実態調査

ここで私たちが求めるデータは、鈴鏡の文様等の詳

細なデータではなく、鈴鏡を復元するに必要最小限な

情報であることを明記しておきたい。欲しい情報は主

として以下の四点をあげることができよう。

①鈴鏡は一度の鋳造で製作されたものなのか ?(鈴は

後付けではないのか ?)

②鈴の中の丸には何が利用されているのか ?

③鈴の厚みと鏡の厚みはどの程度なのか ?

④鈴鏡を振るとどのような音がするのか ?(可能なら

ば録音する)

以上に加え、以下の二点も肉眼による観察には限界

があろうがチェックしておきたいことである。

③鋳造時の湯日の場所はどこなのか ?

⑥鈴鏡の鏡背面と鏡面および鈴の内面の状態

(1)群馬県高崎市西光寺所蔵の七鈴鏡

この鈴鏡は昭和の初め、西光寺の南西部で道路工事

を行った際に発見されたものである。状況から考える

と、古墳の封土が残存していたようで、その中から出

土したらしい。大川麿希氏の分類に従えば獣形文鏡類

に属するものである (大川 1997)。
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鏡部分の直径は10.8cm。 保存状態は極めて良い七

鈴鏡である (図版 1)。 本体に亀裂はないが、七個所

の鈴のうち二個所は破損していて丸は欠損している。

残 り五つの鈴のうち一個所には直径 5mm以下の小石

が三個入っている。他は一個ずつである。丸に使用さ

れている石は、とくに球形に近いものが選ばれてい

る感じはない。観察では鈴の後付けの痕跡はない。鏡

の厚みは内区の一番薄い部分で 1～ 2mmで鏡面はほ

とんど平面なのだが、外周部分は若千アールを持って

いる。鈴の部分の厚さも1～ 2mmで ある。湯国の場

所は不明。鈴鏡を横から観察すると、鈴回はほぼ水平

で、鈴口下部が鏡面とほぼ同じレベルである。鈴鏡の

大きさとしては後述する三珠大塚古墳より若千小さい

(図版 2)。

鈴鏡の中には保存状態が悪い場合、樹脂処理されて

いるものが多々見受けられる。その場合、最悪鈴内部

の丸が樹脂で固定されてしまっている場合がある。固

定されてない場合でも鈴は本来の音を発することはな

い。この西光寺所蔵の鈴鏡は、全く処理が施されてい

ないところが素晴らしかった。

西光寺の佐藤心弘氏に鏡を振っていただいたが、静

かで軽やかで涼しげな音が発せられた。表現は難しい

が、カタカナで表すと「シャラシャラ」と「コロコ

ロ」の中間のよう音である。

(2)東京都世田谷区満願寺所蔵の七鈴鏡

この鈴鏡は世田谷区等々力の御岳山古墳から出土 し

たものと伝えられている。大川麿希氏の分類に従えば

内行花文鏡類に属するものである (大川 1997)。

鈴鏡としては大型の部類に入るもので鏡部分の直径

が14.5cmも ある。相対的に鈴の大きさも一般的な鈴

鏡のものよりは看千大きい (直径約2.2cm以 上)。 私

たちが復元した二珠大塚古墳の鈴鏡と比較していただ

ければわかりやすい (図版 3)。 以前は鏡中央部分に

大きな亀裂が見られたようだが、現在は専門業者の手

による修復で亀裂は埋められている。樹脂による保存

処理はされていない。総体として保存状態の良い鈴鏡

である。七つの鈴のすべてに丸として径が 5mm以上

で楕円形の自然石が 1個ずつ残っている。大きいもの

は長さが lcm近いものもある。鈴鏡の重量は241gで

大きさの割には軽量である。

色調は全体的に黒緑色であるが鏡背と鏡面のどちら

にも、白銅色の地金が見られる部分がかなりある。鈴

のうち一個所は鈴口が一部破損 して日が拡がってい

る。観察では鈴の後付けの痕跡はない。鏡の厚みは内

区の一番薄い部分で 1～ 2mm。 鏡面はほとんど平面

なのだが、外周部分は若千アールを持っている。鈴の

厚みは2mm以下で、湯国の場所は不明である。鈴鏡

を横から観察すると、鈴回はほぼ水平で、鈴口下部が

鏡面とほぼ同じレベルである (図版4)。

満願寺の阿部龍文氏の許可を得て鈴鏡を振らせてい

ただいた。なお、一個所鈴口が大きくなっている鈴に

は丸が飛び出さないようにティッシュを詰めた。振っ

てみたところ、さすがに大形の鈴鏡である。上記の西

光寺例よりは若千音は大きめであるが、やはり静かで

軽やかな音が発せられた。大きめの石の鈴が「カラコ

ロ」、小さめの石の鈴が「チャラチャラ」という感じ

で、それらが重なり合って聞こえてくる。

(3)名古屋市博物館所蔵の六鈴鏡

名古屋市内の松ヶ洞 8号墳から出土 した鈴鏡であ

る。大川麿希氏の分類に従えば獣帯文鏡類に属するも

のである (大川 1997)。

鏡部分の直径は9.7cm。 鏡自体に大きな亀裂が入り

鏡面も大きく歪んでいる (図版 5)。 状態が悪いため

樹脂による処理が施されている。鏡背の内区には赤色

顔料が塗られている。鈴は一個所だけ破損していて丸

は欠損している。他の 5個所には直径 3～ 5mmほ ど

の楕円形の自然石が映っている。残念ながら樹脂によ

り丸が鈴内面に固定されてしまい音は出ない。観察で

は鈴の後付けの痕跡はない。鏡の厚みは内区の一番薄

い部分で 2mm以下。鏡面はほとんど平面である。鈴

の厚みは2mm以下で、湯日の場所は不明である。鈴

鏡を横から観察すると、鈴口は下部がほぼ水平である

が外に向かってやや大きく開いている。、鈴口下部が

鋭面とほぼ同じレベルである (図版 6)。

(4)名古屋市博物館展示品個人蔵の七鈴鏡

名古屋市内の羽根古墳から出土した鈴鏡である。大

川麿希氏の分類に従えば神獣文鏡類に属するものであ

る (大川 1997)。

鏡部分の直径は14.6cmで満願寺の鈴鏡とほぼ同じ

大きさである (図版 7)。 現地調査時には展示中で

あったためケースの外部からの写真と観察になった。

鏡部分に亀裂があるが修復されているようである。鈴

には大きな損傷はみられない。保存処理はされていな

い。肉眼で見る限り鈴の内部には直径 5mm前後の自

然石が残っている。七つの鈴のうち三個所で目視でき

た。他の鈴については不明である。観察では鈴の後付

けの痕跡はない。鈴鋭を横から観察すると、鈴回はほ

ぼ水平で、鈴口下部が鏡面とほぼ同じレベルである。

保存状態の良さから考えると、鈴鏡を振ると本来の鈴

の音が聞こえると思われる。

(5)山梨県市川三郷町所蔵の六鈴鏡

町村合併以前、旧三珠町時代の1996年 に町内の大
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図版 1 西光寺鈴鏡 図版2 三珠大塚鈴鏡複製品 (左 )と 西光寺鈴鏡 (右 )

図版 3 満願寺鈴鏡 (左 )と二珠大塚鈴鏡復元品 図版 4 満願寺鈴鏡の鈴部分

図版 5 松ケ洞 8号墳鈴鏡

図版 7 羽根古墳鈴鏡

図版 6 松ヶ洞 8号墳鈴鏡の鈴部分
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塚古墳から発掘された鈴鏡である。国内には大塚古填

と呼ばれる古損が多数あるため、この古墳も二珠大塚

古墳と呼称 した方がわかりやすいかもしれない。大川

麿希氏の分類に従えば獣帯文鏡類に属するものである

(大川 1997)。

鏡部分の直径は■.4cm、 鈴の直径は1.9cm、 鏡の重

量は244g(図版 8)。 保存状態はとても良く、鉦の

部分に若子のヒビが見られる。鏡背の内区には名古屋

の松ヶ洞 8号墳例と同様に赤色顔料が塗られている。

鏡背も鏡面も、かなり広い範囲で地金の白銅色が見ら

れる。保存状態が良いものの、すでに樹脂処理が行

われているため、本来の鈴の音を聞くことは期待でき

ない。六個所の鈴の中で二個所は丸が欠損している。

鈴は欠損していないので、丸が破損して鈴から出てし

まったのかもしれない。残っている丸は樹脂処理され

ていながらも可動するものもあり、鈴鏡移動時には

「コロコロ」という小 さな音を聞くことができた。観

察では鈴の後付けの痕跡はない。鏡の厚みは内区の一

番薄い部分で 2mm以下。鏡面はほぼ平面である。鈴

の厚みは2mm以下で、湯回の場所は不明である。鈴

鏡を横から続察すると、鈴回はほぼ水平で、鈴□下部

が鏡面とほぼ同じレベルである (図版 9)。

以上、時間のとれる範囲で、できるだけ音を聞くこ

とが可能な鈴鏡の調査を行った。これらの調査の内容

から、三珠大塚古墳出土の鈴鏡復元の技術的原則を合

む基本的な姿勢を決定することとした。 (米田)

2 鈴鏡復元 における技術的原則

私たちが行おうとしていることは三珠大塚古墳出土

の鈴鏡の復元であるから、鋳物作りの基本である鋳型

の製作方法はレプリカの使用による「踏み返し」とす

る。さらに、この鈴鏡作りは、博物館における体験学

習として、将来「一般化」して「公開」することを最

終的な目標とすることを明記しておきたい。その目標

に沿えば、以下のとおり、すでに昨年度示した青銅鏡

作り体験での基本的姿勢がそのまま生かされることと

なる (米田 2010)。

A 体験の所要時間は一定の時間枠内で収束する

B 体験の費用は体験者が納得できる範囲で収める

C 体験の安全性は古代の雰囲気を残しつつ確保する

D 作業の成功率を高いものにする

E 製品の完成度は高いものにする

これらの中でAと Dが、体験を一般化するためには

最も大きな壁になると予想される。当面は長い時間を

かけて「所要時間の短縮」と「成功率の向上」を目指

していくことになるであろう。よって、今回の復元作

業での使用する資材や基本的な作業内容は、今日まで

の青銅鏡作り体験をほぼ踏襲する。従来と異なる点等

については、この後に雨宮が詳細を記述する。ただ、

鈴鏡の実態調査を踏まえて、明確にしておくべき二つ

の技術的な原則を示す。

①鈴鏡は一度の湯入れで鋳造すること

②鈴の丸には自然石を使用すること

まず①についてであるが、鈴の部分が後付けされた

ものでないとすれば、鈴鏡は一度の湯入れで鋳造され

たものであることは明白である。鈴鏡が投げかける大

きな謎の一つ「どのような方法で鋳造されたものなの

か ?」 を論理的に検討しておく必要がある。そして②

については、それは実態調査に基づ くものであるか

ら、現代の鈴で多用される金属製の丸は使用しないこ

ととする。と同時に、①と大きな繋がりを持ってくる

ことがある。「一度の湯入れの過程で、どのような方

法で鈴□よりも大きな石を鈴内部に戒せたのか ?」 と

いうことが解決すべき最大の問題となる。

一般的に鋳物で空洞部分を形作るには鋳型に「中

子」というものを設置する。鋳型外枠の内部に中子を

入れることにより、外枠と中子の隙間に青銅が流れ込

むわけである。しかしこの隙間部分を一定の厚みにす

るには、中子を適切な位置に確実に固定する必要が生

じる。そのために外枠と中子の間に「型持」という言

わば「スペイサー」を設定する。そして完成した鋳物

を見ると、この型持部分は青銅が入らないため必ず床

となって残る。最も知られている型持穴は、弥生時代

の銅鐸に頻繁に見ることができる。

鈴鏡に目を向けてみよう。鏡の部分は一般の青銅鏡

と変わらない。鉦の部分に中子を設定することにより

鉦孔が出来上がる。問題は鈴の部分である。鈴の空洞

は中子が設置された結果であることは間違いない。そ

して鈴の部分で穴がある場所は唯―「鈴口」である。

鈴国の空間部分を埋めた型持で鈴の中子を支えたと考

えるのが妥当であるう。当然、中子と型持は一体化し

て形作られていたと考えられる。この中子は鋳型と同

じ材料で作り出したものであるう。鋳型外枠の鈴の部

分の直径より3～ 4mm小 さい球体を形作り、この中

に自然石を封入しておく。球体の赤道部分に鈴日の幅

と厚さに合致する鍔を付けることで中子は完成するわ

けである。あとは実際に用意された資材で鋳型作りと

中子作りを実践してみるだけである。 (長谷部)

3 鈴鏡作 りの実際的方法

基本的な制作方法は、昨年度から継続的に行ってい
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図版 9 三珠大塚古墳鈴鏡 (真横から) 図版 10 木枠の製作

図版 11 安定させるための石膏製捨型 図版 12 捨型に青銅製基型を据える

図版 13 型持を鈴の開口部にはめる 図版 14 砂の充填

図版 15 基型をはずす 図版 16 中子の型と丸となる小石



図版 17 砂 を充填 して丸を詰める 図版 18 型を合わせてガスで硬化 したもの
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図版 20 中子の設置図版 19 中子の完成 (失敗を考え多めに製作 )

図版 22 鉦孔の中子、鈴の中子の接着図版 21 鈴部分のガス抜き孔

図版 23 湯だまりとなる円筒 図版 24 湯入れ
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る当館の「青鋼鏡作り体験」に基づいている (米 田

2010)。 しかしながら鈴の部分の細工など、いわゅ

る「青銅鋭作り」には見られない部分もあることか

ら、重複する部分も多いが、あえて同様の工程も載せ

ることとした。

(1)基型作り

当館の青鋼鏡作り体験においては、硬質ウレタンを

彫刻する方法で鏡の原型 (ひ ながた)を あらかじめ製

作しておき、それを「踏み返 し技法」による基型とし

て利用してきた。しかし、鈴鏡の基型を硬質ウレタン

より削 りだすことは技術的にも時間的にも制約があ

り、このたびは鋳物用炭酸ガス硬化砂も粒度の細かい

ものが入手できるようになったため、当館所蔵のレプ

リカから直接鋳型を取って青銅を流 し込み、基型にす

ることとした。当該資料は比較的厚みもあり、研磨に

より鏡面が薄くなることで起きるであろう、断面観察

における鈴と鏡の位置関係のズレなども考慮したとこ

ろ、現状の厚みでも十分湯が流れ、基型を取ることが

可能と判断した (図版9)。 この製作方法も、本稿で

述べるとおりに行った。

(2)鋳型作り

まずは「踏み返し用基型」を据え、鋳物用砂を充填

するための木枠を製作 した (図版10)。 「円盤」で

はない複雑な形状に湯を流す必要から、湯の圧力が十

分かかるよう、通常の青銅鏡鋳型より厚い設計とし、

さらに硬化 した鋳型から木枠を木ネジで取 り外 しが

できるようにした。ここに青鋼製の基型を据えて鋳物

砂を充填していくわけであるが、鈴鏡は板状の鏡の縁

に球形の鈴がつくという不安定な形状のため、あらか

じめ石膏で片側の型 (捨型)を取り、そこに基型を据

え、安定させてから鋳物砂を充填させる方法を取った

(図版■、12)。

基型の鈴の開口部には、中子の「型持」かつ鈴の開

口部となるツバ状の部品を硬質ウレタンで鈴の数だけ

作り、あらかじめ鈴にはめておいた (図版13)。

次に木枠よりやや大きめの板に石膏型を置いて木枠

を上下両面ともはめ、基型を据える。アル ミナなど

の離型剤を均等にまぶ し、砂を充填 していく (図版

14)。 「型持」の板を割 らないよう、棒などで押圧

し砂を固め、木枠上面と同レベルにまで砂が充填でき

たら、炭酸ガスをまんべんなく注入し、砂を硬化させ

る。

炭酸ガス注入後、もう一枚板を乗せて上下三枚の板

ごと木枠を反転させ、石膏型の下にあった板と木枠を

はずし、石膏型を取りはずす。基型の鏡が見えたとこ

るで改めて木枠をはめて離型剤をまぶし、鋳物砂を充

填、押圧し、炭酸ガスを注入する。

鈴鏡における基型の型抜きは通常の青銅鏡と同様、

まず鏡面狽Iの枠を上にして外す。ここで基型の縁の対

角となる任意の二箇所に竹申などで窪みを彫り、そこ

に爪を引っ掛けるようにして基型を取り外す (図版

15)。 鏡背面、鈴、型持ち、いずれの鋳型も崩れな

いよう、衝撃を与えず慎重に行う必要があるので、二

人ほどで鋳型を支えながらでの作業が望ましい。

(3)中子づくり

鈴の部分の空洞を作るために、中子を設置する必要

がある。湯の温度に耐え、かつ調整や研磨の段階で鈴

本体を壊すことなくスムーズに抜け、さらにその中に

「丸」を入れられる材料ということで、鋳物砂を固め

たものを使うこととした。青銅鏡の基型と同様、まず

硬質ウレタンで鈴の開口部の「型持」部分も加えた原

型を作り、三枚合わせの石膏型を製作した。そこに鋳

物砂と丸となる小石を詰めて押圧し、炭酸ガスで硬化

させて中子とする (図版16～ 19)。

(4)中子の設置

鈴の中子の設置は、原則として鏡面側、鏡背面側ど

ちらでもかまわないが、「型持」カミそれぞれの鈴の端

に引っかかって鈴の「開口部」となるよう、また鈴木

体の器壁が均―になるような「中心」に中子が据わる

よう、目の細かい紙ヤスリや竹べらなどで型持部や中

子に調整を加える。生じる細かい砂粒はそのつど掃

除機で吸い取り、鋳型中にそれらが残らないよう注意

する。当然の事ながら、鈴の窪みの「中心」に中子が

設置されていないと鈴の器壁の不均―による割れや変

形、湯が行き渡らないことによる欠損が生じるので、

一番慎重を要する作業となる (図版20)。 また、通

常の青鋼鏡同様、鉦孔となる中子を、硬化した鋳物砂

から別途削りだして調整する。この段階ではまだ仮置

きで、鈴と鉦の中子は接着させない。

(5)湯回などの設置

中子の位置が決まったら一旦中子を取り外し、湯口

やガス抜き孔を削り出す。鋳型の設置方向は従来どお

り鏡背面を上にした横置きとし、複雑な器形でも短時

間で隅々まで均等に湯が行き渡るよう湯回は鉦の上部

に設定した。また、ガス抜き孔は鈴の部分にそれぞれ

一つずつ設置し、湯の流れと内部の空気抜けがスムー

ズに行くようにした (図版21)。 これらの削り出し

を終え、砂埃などの除去が済んだところで鈴の中子の

型持部分や鉦孔となる中子をそれぞれ接着させる。こ

れまでは接着剤として石膏を使用していたが、体験学

習における扱いやすさや乾燥の速さなどを考慮し、中
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図版 25 ガス抜き孔から溢れた青銅 図版 26 鋳型を開け、周囲の砂 を除去

図版 27 ワイヤーブラシでの砂の除去 図版 28 湯道とガス抜き孔の状態

図版 29 中子と鈴の様子 器壁が薄い部分の研磨による破損

図版 31 完成 した鈴鏡 (鏡背 ) 図版 32 完成 した鈴鏡 (鏡面 )



子の設置や鋳型の接着には今年度から鋳物用接着剤を

使用するようにしている (図版22)。 これにより木

枠をはずしての湯入れが可能となり、あふれ出た湯で

木枠が燃える心配がなくなったため、鋳型づくりにお

いての木枠の複数回利用が可能となった。

また、通常の青鋼鏡作り同様、注湯時の圧力を上げる

ため、また鋳引けを防ぐ目的で湯口に湯だまり効果を

もたせる円筒を追加している (図版23)。

(6)湯入れ用資材の準備

青鋼の原料となる銅や錫は従来どおリリサイクル業

者や非鉄金属専門業者より購入しており、これまで扱

いやすさと強度から銅と錫の割合を84:16と して体

験学習会を開催 していたところであるが、今回の復元

において鉛などは加えないまでも当時の青銅鏡の成分

に近づけるため、錫を20%の割合で鋳造することと

した。また、湯流れを良くするということが言われて

いる亜鉛を若干加えている。

地金は、太く長く取った湯道や「押し湯」 (後述)

の分を確保し、ルツボの底面にたまるスラッグ等を鋳

型に流し込まないよう、余裕を持って鏡そのものの倍

以上の量を用意する。本例では原資料244gに 対 し、

lk gの 青銅地金を溶解した。

(7)鋳型の加熱

注湯の工程は従来どおりである (米田2010)が 、

鈴鏡は形が複雑で鋳型が厚いため、我々が使用してい

る小型の炉で溶かす湯の温度では、鏡本体ならびに

鈴まで流れ込むまでにその温度が下がり、鋳型全体に

均―に湯が回らないことも十分に考えられた。このた

め、温度差を少 しでも縮められるよう鋳型を炉の上や

七輪の上に置いて加熱したのちに注湯することも試r/1

た。

(8)湯入れ

溶けた青鋼を流 し込む工程も従来どおりであるが、

この段階でそれぞれのガス抜き孔より湯があふれてく

れば一応は成功したといえるが、あふれてこない、あ

るいは上からのぞいて溶けた青銅の赤い色が見えなけ

れば、その部分は鈴まで湯が達していないことが考え

られる。また、温度の低下による金属の固化にともな

う収縮により湯口から見える湯のレベルが下がったと

ころでさらに「押し湯」としてルツボに残った湯を注

ぎ込んでいる (図版24、 25)。

(9)型はすしとパリ等の除去

湯入れの後、30～ 40分ほど自然冷却 させて三枚合

わせの鋳型を開ける。依然素手では触れない温度を

保っており、バ リの部分が鋭利になっているため革手

袋を必ず嵌めての作業となる。錫の割合が高いことと

鈴や湯道の形態から、過度な振動により鏡が割れるこ

とを防ぐため、ハンマーやワイヤーブラシを用いて慎

重に砂を落とす (図版26～ 28)。 その後、湯道を電

動工具を用いて切り離し、特に鈴の部分は中子が型持

によってきちんと「中心」に据えられ、「鈴」になっ

ているかどうかの確認を行う (図版29)。

(10)鏡画・縁・鈴の荒削りならびに中子の除去

円形を呈す通常の青飼鏡 と異なり、鈴鏡は円形の

鏡の縁辺部に鈴がついている形態のため、従来我々

が行っている電動工具による鏡面の荒削りや研磨には

おのずと限界が生じる。鏡面側は鈴にハンドグライン

ダーの刃があたらないよう、かつ鏡面がゆがまない

よう均―に該 (す)を取 り除く。鈴の部分も大まか

なバ リはハンドグラインダーで丁寧に取り除く。その

後は金属用板ヤスリを使って人力で縁の荒削り、鈴の

バリ取りを行う必要がある。この作業により、本来の

青銅鏡作りにおける調整方法に一歩近づいたとも言え

るが、この工程についてはある程度の期間を要するた

め、一般参加者向けの体験プログラムヘの導入は現段

階では不適当と言わざるを得ない。

また、中子の除去は砂がスムーズに崩れるよう水中

にて作業を行い、鉦孔の部分は錐や竹串を用いて中子

を崩 し、鈴の部分は薄いヘラやコテで開田部から少し

ずつ砂を崩 していくようにする。この際に過度な力が

加わると鈴にヒビが入ったり割れたりするので細心の

注意が必要である。ここで完全に砂が除去できなくて

も、鏡面研磨の最中、あるいは完成 (乾燥)後にも折

に触れ鈴鏡を振ることで徐々に砂は落ちていく。

(11)鏡面と鈴の研磨・鏡背の仕上げ

基本的な研磨の方法は耐水性紙ヤスリを使用し、水

で鏡を濡らしながらの作業で変わりはない。使用する

紙ヤスリの粒度も♯80、 ♯240、 ♯800の 三種類に♯

1000か ♯1200を用意 し、仕上げに市販の液体金属研

磨剤を使用する。流 し台に板 を渡 して鏡を固定する

こと、一定方向に研磨痕をつけるように磨いていくこ

と、その粒度の研磨痕が鏡面全体を覆ったら、次の粒

度の紙ヤスリで同様に研磨 していくことなど、基本的

な研磨の作業も同じである。注意を要する点は、紙ヤ

スリが当たりにくい鈴周辺の研磨を怠ると、細かい研

磨痕が残ったり鏡面に微妙な歪みを生じたりする遠因

となることである。

鈴の部分の研磨は、中子が鈴の「中心」に設置され

ていない場合に、器壁が薄い部分に穴が開いたリヒビ

が入ったりしてしまうため (図版30)、 開口部から
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図版 33盤龍鏡 (左)と電龍鏡 (右 ) 図版 34 三環鈴 (左)と 六鈴鏡 (右 )

図版 35 方格規矩鏡 図版 36 鈴鏡縦置き鋳型

図版 37 鈴鏡縦置き鋳型を湯口から加熱 図版 38 鈴鏡縦置き鋳型に湯入れ

図版 39 鈴鏡縦置き鋳型を開 く 図版 40 鈴鏡縦置き鋳型による鋳上がり



鈴の厚みを確認しながら指や細い板材に巻いた耐水紙

ヤスリで丁寧に研磨する。鈴の開口部は、棒ヤスリで

はなく耐水紙ヤスリを折り曲げて研磨し、平滑に仕上

げる。

鏡背面は、鋳型の砂をまずは丁寧に落とすことが重

要である。また、湯日とした鉦の部分はハンドグライ

ンダーで調整 した後、鏡面同様に耐水紙ヤスリにて研

磨 している。そのほかの部分をどの程度まで研磨する

かは個々人の好みであるが、本例の六鈴鏡の場合は文

様がシンプルで凹凸も少ないため、指に♯800の 耐水

紙ヤスリを巻いて磨 く程度に留めた。

最後に、台所用洗剤とスポンジで研磨剤の汚れなど

を丁寧に落とし、乾いた柔らかい布で水分を拭き取っ

て完成となる (図版31、 32)。 (雨宮)

4 青銅器製作体験 プログラムの導入

以上、三珠大塚古墳出土六例鏡について復元作業を

延べ10回以上にわたり行ってきた。その結果として

判明したことは以下のとおりである。

①鈴鏡というものは、その特異な形状から、溶けた青

銅が鈴の隅々までなかなか行き渡らない。つまリー

般的な青銅鏡作りと比べると、湯入れの成功率がか

なり低しヽととヽう点。 しかし鋳型を加熱することによ

り、成功率は上げることは可能であるという点も明

らかになった。

②同様にその特異な形状から、仕上げまでの削りや研

磨作業時に従来のような機械類の使用には限界があ

るという点。つまり最終的には古代と同様に板ヤス

リ等の道具を用い人力で仕上げ作業を行わざるを得

ないので、一般的な青銅鏡よりも長い時間をかけな

いと完成させられない点が明らかになった。

始めに記したように、今回の鈴鏡復元作業の最終的

な目標は博物館における体験学習として、将来「一般

化」して「公開」することであった。しかし実際に鈴

鏡を製作してみた結果、体験を一般化するには、湯入

れの成功率の低さと完成までの所要時間の長さが大き

な問題となることが判明した。このうち湯入れの成功

率に関しては、今後の試行錯誤によって、かなり上昇

させることは可能であるう。しかし所要時間に関して

は、短縮は極めて困難と考えざるを得ない。よって、

鈴鏡作り体験の一般化は当面は不可能であると判断し

た。しかしだからといって、私たちが行ってきた復元

作業の成果をこのまま埋もれたままにしておくのも意

味がない。そこで、考えられたものが「青銅器製作体

験プログラム」である。

「はじめに」で記したように「鈴鏡作りが可能にな

り、さらにその成功率を上げて製作体験を一般化でき

れば博物館の教育普及活動として幾つかの新しい分野

が開拓できる可能性が大きい」ということは間違いの

ないことである。そこで①～③までの二つの可能性を

挙げた。①については鈴鏡作り体験の一般化にはかな

り高いハードルが存在するために先送りすることとし

た。②についてはすでに考古博物館で古代衣装を着る

イベントにおいて復元した鈴鏡を使用して実績を上げ

始めている。残された可能性が③である。

風土記の丘研修センターでは、鈴鏡の復元作業と並

行して、大型青銅鏡や三環鈴などの製作実験も行って

きた。研修センターで製作体験が一般化されている青

銅鏡の直径は約10cmま でであるが、それを超える直

径14cm～ 20cmほ どの青飼鋭製作は、鈴鏡と同じよう

に湯入れの成功率が低く、完成にも時間がかかること

が確認された。また、三環鈴も湯入れと削り。研磨に

おいて難易度が高い。そこで、これらの青鋼器製作が

「極めて難しいものである」という認識を持っていた

だける方々には、製作体験の機会を設けてもよいので

はないか、というのが私たちの結論であった。体験を

受け入れる方々とそれ以外の一般の方々とには一応線

引きをしなければならないため、学校の教員 (小～大

学)お よび文化財関係機関職員 (博物館職員、発掘担

当者等)に限定して製作難易度の高い青銅器作り体験

を受け入れてみようという結論に達した。体験自体を

通じて得るものもあるだろうし、自分の手で完成 した

製品は学校や博物館での教材に使用したり、展示に利

用したり、目的は多種多様で構わない。また、各博物

館で所蔵するレプリカ等から、本物の青銅器を踏み返

しで製作してみたいという要望が出た場合なども、協

力したいと考えている。

この「青銅器製作体験プログラム」は、今後の準

備期間なども考慮すると、平成23年度 (平成23年 4

月)か らの開始を目指したい。現時点で用意されてい

る青銅器のモデルであるが、県内関連では、ここで取

り上げた三珠大塚古墳の六鈴鏡に加え、銚子塚古墳出

土の話龍鏡 (直径約16cm)、 亀甲塚古墳出上の盤龍

鏡 (直径約14cm)、 かんかん塚古墳出土の三環鈴が

ある (図版 33、 34)。 県外では漢代の代表的大型鏡

として方格規矩鏡 (直径約18cm)を 用意 した (図版

35)。 また製作難易度は高 くないものの有釣銅釧な

ども準備 してある。 (米田)

5 まとめ

奈良の元興寺文化財研究所では、真土(?)を利用して

鈴鏡の縦置き鋳型を製作し、鋳込みの実験を行ったよ

うである (元興寺文化財研究所 2009)。 詳細につい

ては公表されていないが、私たちは真上の代用品とし
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て炭酸ガス硬化砂を使用しているわけで、作業の基本

的プロセスはほとんど変わりがないものと考える。鋳

物職人の方々の話では、青銅鏡の鏡背文様を出来るだ

け美しく仕上げるには、合わせ鋳型を横置きにして鏡

背側の鋳型を上にすることが一番良いということであ

る。その意見に基づき、今回の私たちの鈴鏡製作でも

横置き鋳型を基本にしたわけである。実際のところ私

たちの経験でも、鋳型を縦置きにした方が湯入れの成

功率は高いものの、鋳肌が荒れる傾向が確認されてい

る。今回も二回ほど六鈴鏡の縦置き鋳型を製作してみ

て湯入れしたが、二回とも難なく無事に湯入れは成功

した (図版36～ 40)。 しかし、やはり鋳肌は横置き

の場合に比べて少し荒れ気味だった。

私たちの縦置き鋳型で鋳肌が荒れる理由が、鋳型の

材料として、真土ではなく炭酸ガス硬化砂を使用して

いるためなのかどうか今後検証してみたい。そのため

にも真上の製造を何としても自力で行ってみたいと思

う。また、古代の青銅鏡作りにおいて、鏡職人たちが

鏡を単なる「道具」という意識で製造していたのか、

少しでも「美術工芸品」としての意識を有していたの

か定かではないが、全ての鋳型が縦置きだったのかど

うか確証がない以上、横置き鋳型の存在も考慮して良

いのではないかとも思っている。

なお、六鈴鏡をはじめ「青銅器製作体験プログラ

ム」で取り扱う製作難易度が高い青銅器については、

一般化された体験は無理としても、今後「縄文土器作

り教室」などと同様に2日 ～3日 の日程を組むイベン

トとして実施してみることは可能だと考える。担当職

員の研修にもなるであるうし、募集人数を最小限にし

て実施することを模索してみたい。 (米田)

おわりに

風上記の丘研修センターで青銅鏡作り体験を開始し

て三年が過ぎた。思えば、ここの職員には鏡の専門家

も存在しないし、鋳物の修業を積んだ者もいない。す

べてがゼロからのスタートで、ある意味すべてが新鮮

であった。受け入れられる知識や技術はすべてを受け

入れ、試すことが可能なことすべて試してきた。しか

し昨年の研究紀要26で今後の課題として四つの目標

を提示したものの、一年経過した現時点でそれらの一

つもクリアーできなかったことは反省しなければなら

ない。

なお今回の執筆にあたっては以下の方々の協力や助

言を得ました。文末ではありますが、心から感謝の意

を表したいと思います。

阿部龍文氏 (世田谷区満願寺)、 佐藤心弘氏 (高

崎市西光寺)、 村木誠氏 (名 古屋市博物館)、 和田

豊氏 (市川三郷町教育委員会)、 楢原弘子氏 (高岡市

楢原ブロンズ彫刻)、 鈴木大介氏 (山梨県工業技術セ

ンター)。 また、鏡の知識が乏 しい私たちに新井悟氏

(川崎市市民 ミュージアム)には多くの助言 を頂戴 し

たうえ、鈴鏡の実地調査にも一部同行 していただきま

した。格段の謝意 を表 します。 (米田)
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研究紀要 1号～ 26号執筆者一覧

甲府盆地周辺にみられる縄文時代中期の上羨10号 長沢宏昌1号 坂本美夫  甲斐の(評泌卜制

新津 健  金生遺跡発見の中空土偶と2号配石                墓と土器棺再葬墓

―井戸尻Ⅱ式～曽利 正式の場合―小野正文  縄文時代早期 。前期初頭の上器について

′て一            五味信吾 ,野代幸和―釈迦堂遺跡群を中心とし

山梨県北巨摩郡大泉村甲ッ原遺跡出土琥増の2号 保坂康夫  山梨県下の先土器時代資料の検討-1-
産地同定(1)一赤外線吸収スペクトル分析―小野正文  所謂円錐形土偶に就いて

金生遺跡出上の上器 2(晩期)新津 健新津 健  石剣考

山梨県東八代郡中道町金沢出土の上師器庭に一中部、関東を中心とした出土状況から一       高橋みゆき
ユ~                   ついて中山誠二  甲斐における弥生文化の成立

縄文時代の石器再考一打製石斧(1)一11号 宮里 学坂本美夫  辻金具・雲珠考

中世六十六部聖の奉納経筒について3号 長沢宏昌  縄文時代前期末～中期初頭の上器底部にみら      田代 孝

近世軒平瓦の分類について一甲府城を例にし柏木秀樹れる編物痕について

て一田代 孝  山梨の三角躊土製品

県道塩平～窪平線拡幅工事に先立つ牧丘町曲高野玄明末木 健  巨麻郡の成立と展開

坂本美夫  甲斐国府―その環境と展望―                   田遺跡調査報告

甲府市八幡神社採集の縄文土器小野正文笠原安夫・藤沢 浅

剣菱形杏葉類の階層制とその背景上の平遺跡住居址から出土した炭化種子の同   12号 坂本美夫

経塚古墳についての予察吉岡弘樹定

近世軒丸瓦の分類について一甲府城を例にし柏木秀樹長沢宏昌 。中山誠二

て一付記 種子検出方法と、検出種子の意義につ

山梨県内考古資料の教材化佐野和規いて

一学校現場へのアンケート調査に基づいて一4号 長沢宏昌  山梨県内出土縄文土器の底部圧痕について

歴史教育実践と考古学の関連についての一考中山誠二  弥生時代終末における上の平遺跡の集落構造      澤登正仁

察小林広和  縄文時代の上療について

一考古学の成果を取り入れた授業から考えた5号 末木 健  甲斐仏教文化の成立

こと一森 和敏  甲府盆地における条里型地割の事例
ユング心理学を導入した縄文時代の渦巻文の6号 浅利 司  絡条体圧痕文を有する土器について          大谷満水

解釈―中込遺跡出上の資料を中心に一

山梨県における中・近世石塔資料森原明廣  関東地方におけるカマ ド初現をめぐって        坂本美夫

近世の回国塔と回国納経13号 田代 孝保坂康夫  立石遺跡発掘調査報告

者卜留市中谷遺跡出土の縄文土器底部圧痕につ-1989年国道358線拡幅等に伴う調査―        長沢宏昌

いて河西 学  立石遺跡での先土器遺物を包含する地層

山梨県下の遺跡・住居址数変動と通史的理解7号 中山誠二  身洗沢遺跡における外来系土師器の諸例        保坂康夫

考古資料の教材化についての一考察大場 勝今福理恵  身洗沢遺跡出上の木製品

山梨における後晩期土偶の展開千野裕道  身洗沢遺跡出土木製品の樹脂について      14号  新津 健

清里バイパス第 1遺跡の陥し穴の若干の検討松谷暁子  身洗沢遺跡出上の植物種子について          山本茂樹

4基の前方後円墳の設計一山梨県における一外山秀一  山梨県身洗沢遺跡の立地条件と稲作          森 和敏

8号 新津 健  金生遺跡出上の上器 1(後期)             野代幸和・鈴木由香

八代町喩伽寺遺跡および山梨市七日子(廃寺)出月洋文  両の木神社出上の須恵器長頚瓶について

甲斐における古墳時代中期の墓制について石神孝子間島信男・河西 学・保坂康夫

―曽根丘陵の円形低墳丘―山梨県甲府市相川河床から発見されたナウマ

長江デルタ地帯における新石器時代文化集団15号 李 永福ン像臼歯化石について

の移移動及び縄文文化へのその影響松谷暁子・長沢宏昌

縄文時代前期後半から中期初頭段階における明野村中村道祖神遺跡出土炭化種子について      野代幸和

異系統土器の流入の様相について9号 磯貝正義  いわゆる「東国造」について

一山梨県に見た出土事例を中心に一保坂康夫  礫群と個体消費の関わりについて

縄文時代前期板状土偶から中期河童形土偶ヘ今福理恵  勝坂式土器成立期の集団関係             市川恵子

―御坂町桂野遺跡出土土偶に関する一考察―新津 健  縄文時代中期後半の集落②

縄文晩期後半遺跡分布の意味と課題一千葉県高根木戸遺跡の分析―            新津 健

―山梨における遺跡の継続性と立地から一末木 健  縄文時代生産活動と石器組成分析

中山誠二  甲斐弥生上器編年の現状と課題一時間軸の設      山本茂樹・網倉邦夫

甲ッ原遺跡発掘調査報告書定―

(平成10年 3月 3日 から3月 26日 )小林健二  外来系から在来系ヘー甲斐のS字甕の変遷―

森 和敏  柱の礎石のある竪水住居址              小林公治・吉川純子・樋泉岳二

大月市御所遺跡から検出された動植物遺体と森原明廣  山梨県地域における内耳土器の系譜

その性格(1)平山 優  甲府城の史的位置―甲斐国織豊期研究序説―

大月遺跡の敷石住居について坂本美夫  山梨県における月待信仰について           笠原みゆき

御勅使川扇状地の古地形と遺跡立地―特に石造物の展開を中心として一          保坂康夫

―中部横断道の試掘調査の成果から一



河西 学  中部横断道HIk掘 調査のテフラ分析           輿水達司  横針前久保遺跡出土黒曜石のフィッショント

小林健二  塩山市西田遺跡B区 2号住居跡出土土器の再           ラック年代沢1定

整理                        坂本美夫  山梨県の中世石仏

石神孝子  山梨市牧洞寺古壊採集の須恵器について              一地蔵石仏(光背形)を 中心として一

雨宮加代子 山梨県内出土木製品について          19号  保坂康夫  台形様石器にみられる「急角度微細加工」の

崎田 哲  甲府城の鬼門守護と除災招福の思惟                実験的検討

―稲荷曲輪にみる一考察一              三田村美彦 山梨の縄文時代早期沈線文土器群終末期前後

坂本美夫  <資料紹介>高根町箕輪横森前墓地所在の地           の検討

蔵陽刻板碑                     小野正文  山梨県の木島式上器について

坂本美夫  山梨県における月待信仰について           網倉邦夫  天神遺跡出土石匙の起源と系譜

一文献を中心として一                長沢宏昌  山間地の漁労と打欠石錘の用途

16号 長沢宏昌  山梨県における縄文時代早期末の様相         新津 健  上の平遺跡出上の動物装飾付土器とその周辺

小林公治・中野益男・中野寛子・長田正宏             五味信吾  山梨県北巨摩郡大泉村甲ッ原遺跡出土琥増の

磨石・敲石類・石皿と注口土器の使用法に関           産地同定(2)

する一事例                           ―その後の研究成果とともに一

一大月遺跡出土縄文土器・石器に対する残存     野代恵子  音の鳴る土偶(2)一 `笛 ' という機能の可能

脂肪酸分析と考古学的検討―                   性―

野代恵子  方形周溝墓にみられる儀礼的廃棄に関する一     今福理恵  (研究メモ)山梨県における勝坂式土器後半期

視点                              の素描

―境川村諏訪尻遺跡の事例よリー           小林広和  渦巻把手状装飾土器の展開

保坂康夫  東原遺跡の平安時代集落の構造                  ―渦巻突起連結土器から渦巻把手土器ヘー

ー実年代軸の設定と集団表象論の試み一        三森鉄治  米倉山B遺跡出土六道銭と煙管・火打金に関

野代幸和  横森赤台 (東下)遺跡出土五輪塔の形態と製            する基礎的研究

作年代について                   長田 泉・寺川政雄・宮里 学

宮里 学  県指定史跡甲府城の地鎮祭痕                   稲荷櫓工事における強度試験監視計測につい

一数寄屋勝手門周辺の遺物集中地点とその意           て

味―                        楠間美季江 矢穴に関する一考察

雨宮加世子 考古博物館カルチャークラス「銅鏡づくり教            ―甲府城跡石垣の事例よリー

室」での製作について                宮久保真紀 甲府城葡萄酒醸造所生徒に関する諸資料につ

坂本美夫  山梨県における月待信仰について                 いて

一塩山市小屋敷の二十三夜堂を中心に一        浅川一郎  甲府盆地の液状化に関する資料

17号 三森鉄治  道々芽木遺跡の上馬と上馬祭祀の起源         村石真澄  土層堆積観察記録の課題

宮久保真紀 甲府城築城における一条小山の選地について      野代幸和  土器に施された文様とその意味について (一

―蔵風得水の思想と甲府城―                   試案)

保坂康夫・望月明彦・池谷信之                        ―中国西南地域の少数民族衣装に見られるそ

黒曜石産地と石材の搬入・搬出                  の文様から一

―丘の公園第 2遺跡の原産地推定から一        北垣聡一郎 丹波山村『お松ひき』にみるソリについて

三田村美彦 山梨における早期沈線文土器群後半の様相       雨宮加代子 動物形土製品の来館者によるアンケートから

一談合坂遺跡出土土器の検討を通じた予察―            ～これは何に見えますか ?～

田口明子  弥生時代の大形打製石斧は農耕具か          坂本美夫  山梨県の中世石仏―地蔵塚地蔵石仏―

―山梨県出土事例をもとに一                   ―塩山市延命院の十二仏―

依田幸弘  御勅使川扇状地北部の集落展開について     20号  保坂康夫  天神堂遺跡の礫群・配石

一大塚遺跡・石橋北屋敷遺跡を中心に一        渡辺 誠  人面・土偶装飾付有孔鍔付土器の研究

小柳美樹  大渓遺跡における副葬石斧への理解          小林広和  渦巻把手状装飾土器の末裔

―「中国四川省古代文物展」を通じて一        今福理恵  甲斐国巨麻那における古代牧についての一視

吉岡弘樹  塩瀬下原遺跡出上の釣手上器について               点

湯川秀一  埋蔵文化財センターが行う学校への教育普及     坂本美夫  山梨県の中世石仏一六地蔵石幅 (単性)一
活動に関する一考察              21号  渡辺 誠  人面装飾付釣手上器の再検討

―「総合的な学習の時間」にどのように対応     末木 健  甲斐と河内と馬

したらよいか―                   今福理恵  甲斐国山梨郡・八代町・者Б留郡における古代

田中宗博  発掘調査と並行した資料普及活動に関する一            牧についての一視点

考察                        坂本美夫  山梨県の中世地蔵―地蔵塚地蔵石仏―

坂本美夫  山梨県における中・近世石塔資料        22号  渡辺 誠  山梨県出上の人面・土偶装飾付深鉢形土器

18号 新津 健  縄文中期釣手土器考②                末木 健  環礫方形配石遺構の復元について

笠原みゆき 塩瀬下原遺跡出土の敷石住居について               一塩瀬下原遺跡敷石住居から一

三森鉄治  山梨県内における出土銭貨の現状と課題        保坂康夫  縄文時代の剥片剥離手法

小林 稔  鰍沢河岸跡出上の泥面子について                 一酒呑場遺跡出土黒曜石石核の分析から一

宮久保真紀 甲府城内葡萄酒醸造所について            小林健二  山梨県出上の畿内系叩き甕に関する覚書
一国産ワインの発祥地甲府―                   ―甲府市塩部遺跡の調査から一

樋泉岳二・小林公治                       石神孝子  笛吹市御坂町亀甲塚古墳出土管玉の再整理

大月市大月遺跡(第 7次調査)出上の動物遺体



坂本美夫

23号 新津 健

坂本美夫

末木 健

吉岡弘樹

野代恵子

小林健二

石神孝子

小林謙―・

24号 新津 健

小林広和

保坂康夫・

野代幸和

末木 健

上原健弥

野代恵子

小野正文

25号 保坂康夫

新津 健

末木 健

野代幸和

長田隆志

26号 だヽ野正文

末木 健

稲垣自由

古ナI「 明日香

米田明訓

野代幸和

山梨県における月待信仰について

一二十二夜和讃 (―)一
土器を飾る猪

～山梨を中心とした猪造形の展開～

春日居町鎮目某古墳出上の素環鏡板付轡

墨書上器ネットワークの検討―甲斐国巨麻郡

の事例―

官の前遺跡出上の縄文土器

横掘遺跡出上の条痕文期土偶

甲府盆地からみたヤマ ト(1)

一甲斐銚子塚古墳出上の腕輪形石製品―

伝中央市(旧東八代郡豊富村)出土初期須恵器

について

遠部 慎・官田佳樹・松崎浩之・正木季洋

塚越遺跡の14C年代測定

山梨の石棒～出土状態の整理と課題～

出産突起土器の出現背景

野代幸和・長沢宏昌・中山誠二

山梨県酒呑場遺跡の縄文時代中期の栽培ダイ

ズ Glycine max

北杜市(旧長坂町)酒呑場遺跡の上坑について

一第 1～ 2次調査(A～E区 )を 中心に一

甲斐のヤマ トタケル伝承

線刻画石材の表面保存処理について

一県指定史跡甲府城の事例から一

鰍沢河岸跡の胞衣壷

北杜市岩久保遺跡 ,中原遺跡の出土資料

山梨県甲州市安道寺遺跡の特殊な上器埋納遺

構

金生遺跡1号配石の構成と系譜

～縄文晩期大規模配石の背景にむけて～

「布施荘」Jヽ井川遺跡をめぐって

県指定史跡甲府城出上の中世丸瓦について

旧宮崎造園所蔵の「かぐらさん」について

物語性文様について2

縄文中期の抽象文世界一龍か山椒魚か崚か―

古墳時代における土製模造鏡祭iEについての

一考察

―土製模造鏡出土遺構の分析を通じて一

甲斐国造日下部氏の再評価

―『古事記』 。『国造本紀』の系譜資料を手

がかりに一

博物館における青銅鏡作り体験の実際的方法

県指定史跡甲府城出上の石工具について
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