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表１ 新潟県および静岡県から出土した漆器の塗膜分析・硫黄同位体比分析一覧表

図１　新潟県馬場屋敷遺跡（下層）・小坂居付遺跡（13 世紀後半～ 14 世紀）の塗膜分析
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新潟県新潟市（旧白根市） 馬場屋敷遺跡
（下層︓13 世紀後半～ 14 世紀代）皿

北海道千歳市 ユカンボシ C15 遺跡（４）
（ⅠB3 層︓13 世紀～ 16 世紀代）椀

福岡県福岡市 博多遺跡（Ⅷ）
（14 世紀～ 16 世紀代）椀

図２ 13 ～ 16 世紀における椀・皿の菊文様

韓国（南部）新安海底遺物（『日本の美術』７第 69
図より部分）（14 世紀前半）椀

表２　日本辰砂鉱山鉱石のイオウ同位体比
　　　　（南ほか 2007 表２より作成、一部変更）

分析番号 26 外の Py-GC/MS の分析結果
　　　（m/z108 イオンクロマトグラフ）

馬場屋敷遺跡（下層︓13 世紀後半～
　14 世紀）皿（分析番号 26）

小坂居付遺跡（13 世紀末～
14 世紀）椀（分析番号 34）

分析番号 34 外の Py-GC/MS の分析結果
　　　（m/z108 イオンクロマトグラフ）
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【目的】
　漆塗り挽物の流通について、朱 （HgS）用いた漆器を対象として、朱の構成成分である硫黄の同位体比測
定から考察を加える。

【はじめに】
　漆椀などの漆塗り挽物は、形状のほか、木地や下地、塗りや加飾といった複数の分類基準を持つ。また、
産地や流通は、考古学を中心として消費地に残された出土遺物の分析や文献史料、現在まで受け継がれた
製作地における生産活動に伴う聞き取りや伝世資料で追究されており、遺跡から出土した漆椀の形状やセッ
ト関係、塗りや施文の色・意匠、木地の樹種、塗膜分析で判明した下地や塗膜・加飾の構造や組成、成分
についても各時代や地域による傾向が認められる（沢口 1933、北野 2005、四柳 2006、清水 2016・
2017、浅倉 2019 など）。
　・鎌倉時代・・椀・皿共に、器高・高台が低く、口径と高台径の差が小さい、内外黒色で皿は内側、椀
　　　　　　　　は内外に赤色系の文様を持つ資料が主体。
　・室町時代・・器高が高く、口径と高台径の差が大きくなり、内面および内外面が赤色系の塗りが増　
　　　　　　　　加、室町時代後半には器高・高台が高く木地が厚い、江戸時代では飯椀として普及。・
　・江戸時代・・揃いの椀として飯椀・汁椀・壺椀・平椀を主とし、塗りには黒色・赤色・緑色を基本に
　　　　　　　　多種の色調が認められ、加飾では漆絵は赤色を主として黒色・緑色・黄色の色漆、これ
　　　　　　　　まで稀に出土するのみであった蒔絵・箔絵（金色・銀色）の資料も、大名屋敷跡などを
　　　　　　　　中心として少数出土。
　このように全体的な傾向は中世では鎌倉や草戸千軒町、近世では江戸の低湿地から大量に出土した遺物
によってある程度明らかになっている状況がある（四柳 2006 など）。

　しかし、食器として同じく全国で使用された陶磁器のように、個別の資料について時代や産地の特徴を
明確に判断できる指標となる資料がないことから、鎌倉・室町時代以降、大名道具として伝世した高級漆
器は、分析によらず主に京都で製作されたものと位置づけられてきた。一方で、当時の人々が一般的に使
用した日常のうつわ、時代と共に変化した食器としての漆椀の生産や流通については、分類基準や産地の
指標が現在も検討されている（浅倉 2019、清水 2017 など）。
　特に一部の遺跡から出土する「異色」「類例のない」資料、内外面黒色塗りで赤色（単色）文様が主体で
ある 13 世紀から 15 世紀の博多遺跡、鎌倉（由比ヶ浜南遺跡・佐助ヶ谷遺跡など）や沈没船（新安海底遺物）
から出土している金箔・多色文様の椀・皿や、北海道の擦文文化期末（12 世紀中頃から 13 世紀中頃）の
竪穴住居床面から出土した和製漆椀、全国で金を使用した文様を持つ漆椀の出土事例がほとんどない 15・
16 世紀代に、石狩川流域の末広遺跡から出土した、黒色系の塗りで内面に黄色と金で魚と水草、鳥が描か
れた小振りの椀など、当時は「珍しい」「特別」なものとされたであろう漆塗り挽物が持つ役割は、産地と
流通の手がかりとなる（清水 2019）。
　これまで漆器を分類する指標として、形状や文様、樹種、下地・塗膜などの情報が示されてきた。その内、
赤色顔料に関して、中世の出土漆椀の塗膜分析では、赤色の顔料は塗り・文様共に「朱（水銀朱︓HgS）」
が主体であったが、近世になると漆椀の塗りには「ベンガラ（Fe２O3）」が主体的に用いられるようになり、
水銀朱は一部挽物（盃）の塗りや文様で確認されるのみとなる。
　『北越秘説』は 1840（天保 11）年 9 月に、川村修就が作成した新潟町の「抜荷（密貿易）」に関する報
告書である。そこでは、新潟町に出回っている唐物として、薬種類や瀬戸物類のほか、中国産の「光明朱」
があげられている。新潟の「光明朱」が安価で、北国筋は塗物類や膳具、炉縁まで朱塗りとし、朱は会津、
加賀、能登、信州に出回っており、会津若松では光明朱の塗り物が黒色漆器よりも安価で販売されたという。
それ以前から薩摩船への密売の聞き取りがされ（新潟市郷土資料館 1982）、深井氏は当時は幕府に統制さ
れていた朱（琉球朱・光明朱・本朱）が、朱座をとおさず抜荷として九州を拠点に北国、主に新潟で売買
されると推測している（深井 2009）。中世から近世にかけて、日本海側では中国、琉球、博多から新潟、
蝦夷地までが海運で結ばれているため、漆器についても、広域を対象として分析していく必要がある。朱は、
辰砂鉱石を粉砕して得られる天然朱と、水銀と硫黄から人工的につくられる人造朱に分けられる（南ほか
2020）。中世から近世の文献史料によれば、中国産の天然・人造朱、日本産の天然・人造朱の朱座を通し
た販売や抜荷としての流通が認められる。それらを漆器の顔料として使用する場合は、さらに複雑な実態
が予想される。しかし、陶磁器の偏在から当時の海運を考慮すれば、日本海側と太平洋側では、大きく異
なる可能性があり、今回、挽物に用いられた朱の硫黄同位体比を測定し、その分布を調べることから当時
の流通の考察を試みた。

【分析試料】新潟市文化財センター・静岡県埋蔵文化財センターよりご提供いただいた、
　朱（水銀朱︓HgS）を含む漆塗膜を分析資料とした。
　・日本海側 （新潟県）・・馬場屋敷下層遺跡（13 世紀後半）、小坂居付遺跡（13 末～　
　14 世紀）（馬場屋敷下層・小坂居付︓年代測定 14 ～ 15 世紀第１四半期 [ 未報告 ]）　
　和納館遺跡（15 ～ 16 世紀）、近世新潟町跡（17 ～ 19 世紀）、市所蔵民具（大正～昭和）
　・太平洋側（静岡県）・・駿府城内遺跡（15 ～ 16 世紀）、原川遺跡（江戸時代）

【分析法】塗膜分析と硫黄同位体比分析を実施した。
【結果】１．EDX 分析結果（表１・図１）
　〇新潟県から出土した 13 世紀～ 14 世紀代の挽物は、炭粉下地（漆・柿渋）、塗りは
　　すぐろめ漆１層、赤色の塗りはすぐろめ漆の上に水銀朱（HgS）を含む漆を塗布し
　　た２層構造が主体。
　〇13 世紀～ 16 世紀の赤色顔料は主に水銀朱、17 世紀以降の塗りはベンガラが主体
　　（塗膜分析採取試料 [ 近世新潟町 ] 17 点中 15 点が弁柄、2 点のみ朱）。
２．硫黄同位体比分析結果（表 1）
　〇日本海側の 13 世紀後半～ 14 世紀代は－2 ～－7 ‰のδ値を、15・16 世紀にはプ
　　ラスとなり、近世には +2 ～ +9 ‰を、近現代の膳では大きくマイナスとなった。
　〇太平洋側の 15・16 世紀代は－3 ～－6 ‰、近世では漆容器転用や弁柄の塗膜が混
　　入する可能性がある資料の他は +6 ～ +9 ‰ のδ値を示した。
　〇日本海側と太平洋側で多少数値は異なるが、中世はマイナスを、近世ではプラスを
　　示す傾向を認めた。
　先行研究では中国産は大きくプラスとなる測定値が多く（南ほか 2007・2008・2018）、
今回の結果は中国産の「光明朱」を示すものではなかった。一方で、中世から近世の挽
物は日本産の朱が使用されたことが推測される。なお、三重県丹生鉱山鉱石の硫黄同位
体比はー 8.88±2.69 ‰を示す（表 2）。同じ産地の水銀を用いた伊勢白粉（おしろい）
は室町時代を最盛期に各地で使用されていたこともあり（松坂市秘書対話課 1988）、丹
生鉱山産の朱が 13 後半～ 14 世紀代の日本海側の朱漆に用いられていた可能性が示唆さ
れる。ただし、これは天然辰砂（水銀朱）の測定値であり、人工水銀朱（水銀と硫黄の
化合物）の使用や混合なども視野に入れた通時的な分析データの比較によって検討する
必要がある。日本海側の馬場屋敷下層遺跡から出土している、内外面赤色の塗りの皿（分
析番号 26）は２種類の赤色と黒色が用いられ、３単位の重ね菊の意匠で埋め尽くすよう
に描く、類例が少ない特別な文様をもつ資料である。管見の限り、中世・近世の出土資料で、
多色でこれほど精緻な文様をもつ資料はごく一部で、13 ～ 15 世紀第１四半期に限れば、
さらに希少な出土事例といえる。類例となる多色を用いる資料は、先述した鎌倉の佐助ヶ
谷遺跡、由比ヶ浜南遺跡、新安沖沈没船など、14 ～ 15 世紀代の遺跡にみられ、菊文様
に注目して類例をみていくと、韓国の新安郡沖で発見された沈没船遺物（14 世紀前半）、
九州の博多遺跡から出土した 14 ～ 16 世紀代の椀や北海道のアイヌ文化期の遺跡から出
土した 13 ～ 16 世紀の椀などがみられる（図２）。今回、朱の産地や流通に注目して、
塗膜を用いた硫黄同位体による比較をはじめて試みた結果、中世・近世・近代で数値に
変化が認められた。また、13 世紀頃から急激に普及した漆絵のなかでも「異例」である
馬場屋敷下層遺跡の皿は、和風文様で塗膜の構造や硫黄同位体比分析は他の資料と類似
しており、今後、硫黄同位体分析を用いた中世の挽物が日本海交易の新たな視点となる。

都道府県 鉱山 個数 都道府県 鉱山 個数

生長 1 -4.95 岐阜 徳山 2 7.13
龍昇殿 30 -0.79 ± 4.34 三重 丹生 30 -8.88 ± 2.69
ウッツ 4 -7.42 ± 2.12 神生 33 -2.96 ± 3.14
常呂 7 -1.39 ± 1.90 大和水銀 65 -3.13 ± 3.47
北ノ王 2 1.99 大阪 千早水銀 1 3.43
卯内原 1 -4.18 和歌山 和佐 1 -8.24
イトムカ 16 -4.93 ± 1.37 岡山 和気 1 -6.20
天塩水銀 1 -4.50 由岐 5 -3.96 ± 2.49
幌加内 1 9.47 水井 9 -3.63 ± 4.47
ユーヤンベツ 1 6.43 下川明間 1 -5.80
三石 1 -1.03 日吉 3 -5.30 ± 4.28
西舎 1 2.87 高知 穴内 2 -2.42
様似 4 6.36 ± 9.34 長崎 波佐見 2 1.87
明治 5 9.22 ± 10.36 鶴望 1 -6.30

青森 碇ケ関 1 -20.87 大分水銀 2 -3.46
愛知 津具 2 -7.50 鹿児島 大口 1 -3.60
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