
◆ あけましておめでとうございます ◆
　12月15日（土）、岩宿探検隊では、しめ飾りをつくった後、昔ながらの臼と

杵を使って餅つきを行いました。

　参加者は、あんこ・きな粉・からみもちと、つきたてのおもちをお腹いっぱい頂

きました。16年目を迎える博物館です。どうぞ今後もよろしくお願いいたします。
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Ⅰ　鉱石と金属製品
　鉱業遺産というテーマで企画展を行うに際し、そのプロロー

グとして原料及び製品の一例を展示して金属の歴史世界に入る

導入部分です。鉄は古代では砂鉄から製鉄されるのが一般的で

あったが、近代では鉄鉱石から製鉄されるという変化が見られ

ます。銅鉱石は多種多様な形態がありますが、特に足尾山地で

産出された銅鉱石を展示します。マンガン鉱石も桐生の菱地区

や東町地区で採集されたマンガン鉱石を紹介します。

Ⅱ　鉄製品の登場・普及（弥生後期～古墳時代）
　金属で作られた道具は弥生時代に水田稲作文化とともに日本に伝わりました。青銅器は祭りの道具として、鉄器は実用の

道具として主に使用されました。群馬県内では、弥生後期から古墳時代にかけて、金属器が使用されたことが知られています。

東毛地方での出土例は古墳時代になってからのことです。みどり市域では、古墳の副葬品の一つとして鉄製品が出土しています。
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　古来より金属生産と技術は、各時代の地域権力や国家権力と深く関係しながら展開されてきました。みどり市お

よびその周辺地域は、足尾山地・大間々扇状地・赤城南麓といった地形的特徴を持った地域で構成されており、古

代には、金山丘陵周辺や粕川流域で砂鉄を利用した製鉄が盛んに行われました。近世・近代に入ると、足尾銅山が

開発され、みどり市周辺も足尾銅山の影響を受けて歴史が展開されていきました。また、明治以降近年までマンガ

ンの採掘が産業の一つとして操業されていました。そうした鉱業遺跡も時代の変化により、衰退・消滅してしまい

ました。

　近年、みどり市周辺の赤城南麓や金山丘陵周辺で製鉄遺跡の発掘が相次いで実施され、北関東でも有数の製鉄コ

ンビナート地帯を形成していたことがわかってきています。また、足尾銅山は鉱害等の負の遺産から脱却して、日

本の近代化を推進した点や鉱害に対応した煙害除去対策、廃水浄化対策等の近代公害対策の先駆的対策を模索して

きた点を評価し世界遺産の登録にむけた運動が盛んになってきています。また、マンガン鉱山の操業は、足尾山地

特有の鉱床であり、地域を代表する鉱物資源のひとつでしたが、現在ではその存在自体が忘却されている感が強い。

　こうした現実を鑑み、この企画展においては、みどり市周辺の鉄・銅・マンガン等の鉱業関連遺跡を窓口として、

昔日、産業として盛況をなしていた鉱業に視点を当て、この地域の歴史的特徴をひもといていきます。

開 催 期 間 平成20年１月26日（土）～平成20年３月９日（日）

開 催 会 場 岩宿博物館　１階企画展示室

展示解説会　　１月26日、２月２･９･16・23日、３月１･８日（各土曜日14：00～）
 ※直接企画展示室にお集まりください。

展示の概要

第45回企画展

みどり市周辺の鉱業遺産
－鉄・銅・マンガンの生産と技術－

三ヶ尻西遺跡



Ⅲ　古代の鉄生産（古墳時代～奈良・平安時代）
　東日本では、７世紀中頃から鉄生産の技術が導入され、関東から東

北の各地で、奈良時代から平安時代にかけて、一斉に鉄生産が行われ

るようになりました。近年、群馬県内での古代鉄生産遺跡の発見・発

掘が相次ぎ、みどり市の周辺でも製鉄に関係する遺跡や集落が多く存

在していることが明らかになってきました。特に赤城南麓地域や金山

丘陵地域には多くの鉄生産関連遺跡があり、新知見も多くみられます。

展示では、製鉄遺跡の時代性や形態を考慮して、大きく箱形炉・竪形

炉・鍛冶工房などに分けて展示しています。製鉄つくりのビデオも上

映します。

Ⅳ　足尾銅山の盛衰（近世～近代）
　足尾銅山は近代の日本の代表的非鉄金属鉱山のひとつ

であり、近世初頭に発見されました。近世期には、幕府

の御用山として江戸城や日光東照宮、芝増上寺の屋根瓦

の素材を供給しました。また、銅銭（足字銭）を鋳銭し

た時期もあり、長崎貿易の主要輸出品目の一つでもあり

重要な位置を占めていました。

　明治10年（1877）、古河市兵衛による銅山経営が展

開されるようになると、銅山の近代化を積極的に推進し、

最先端の技術を導入していきます。しかし、その影では、鉱毒等の被害も進み、その対策でも先駆的技術を開発・導入して

対応していきます。このことは、日本の急速な産業化の歴史の反映であると同時に、日本で初めて社会問題化した公害とそ

の対策の歴史でもあったのです。

　展示は大きく２つに分けられます。近世期の足尾銅山の開発と技術を鉱石の採掘から精錬、鋳造といった工程を中心に鉱

山の技術と生産過程を紹介します。また、古河市兵衛による足尾銅山の経営以降、西欧技術を積極的に導入し近代化されて

いきます。その意味で日本における先進技術の実験場的役割も果たしてきました。その多くが、日本最初、あるいはそれと１、

２位を争う早期の採用でした。また、負の遺産として「公害の原点」しての足尾鉱毒事件等もありますが、足尾銅山の技術

者が取り組んだ排水・排煙の無害化の対策が日本の〈公害除去技術〉の原点にもなりました。このような先進技術の遺産を

写真や実物を展示して紹介します。 

Ⅴ　足尾山地のマンガン鉱山（近代）
　近代以降、マンガン鉱山の採掘がみどり市周辺の足尾山地で行われました。群馬県域では、足尾山地系でマンガン鉱床（鉱

業としての）は発見されており、特徴ある鉱業遺産といえます。鉱山跡やマンガン採掘の様子を紹介します。
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古代の製鉄風景（イメージ）

足尾銅山



4

● 講義の日程と内容
（会場：岩宿博物館１階 体験学習室）

第１講　平成20年２月10日（日）13：30～
『足尾銅山の光と影 ー足尾銅山から環
境を考えるー』

講師：小野崎敏氏（日鉄鉱業名誉顧問）
　足尾銅山は近代の日本の代表的非鉄金属鉱山のひとつで

あり、近世初頭に発見されました。1877（明治10）年、

古河市兵衛による銅山経営が展開されるようになると、銅

山の近代化を積極的に推進し、最先端の技術を導入してい

きます。その一方で、鉱毒等の社会問題も発生し、その対

策でも先駆的技術を開発・導入して対応していきました。

このことは、日本の急速な産業化の歴史の反映であると同

時に、日本で初めて社会問題化した公害とその対策の歴史

でもあったわけです。こうした足尾銅山の光と影を環境と

いう視点からながめ、近代化への貢献と公害の発生、その

防止対策など多面的な側面を持つ足尾銅山の歴史について

理解を深めてもらいます。

第２講　平成20年２月24日（日）13:30～

『東毛地域の鉱物生産について』
講師：藤井光男氏（桐生市教育委員会）

　東毛地域の鉱物生産の概要について学びます。足尾山地

の鉱床やその特徴などを地質学的見地から講義します。渡

良瀬川は旧名では「黒川」とも呼ばれましたが、その流域

には大量のマンガン鉱がありました。マンガンを含んだ石

は、川底で酸化して墨を塗ったように真っ黒になります。

黒川の由来は、このマンガン鉱からきているとの説があり

ます。特に桐生市の菱地区には、マンガン鉱石等が多く分

布し鉱山跡等も数ケ所存在していました。黒川鉱山・茂倉

沢鉱山・上菱鉱山等があり、茂倉沢鉱山は珍しい鉱物を産

出することで有名です。また、菱地区には鉄生産に関する

地名も残っており、砂鉄を利用した鉄生産が行われた可能

性がある場所です。こうした鉱物生産に関する地域的特徴

を地名や鉱物から具体例を通して学びます。

第３講　平成20年３月２日（日）13:30～
『古代群馬の鉄生産』
講師：笹澤泰史氏（群馬県埋蔵文化財調査事業団）
東日本では、7世紀中頃から鉄生産の技術が導入され、関

東から東北の各地で、奈良時代から平安時代にかけて、一

斉に鉄生産が行われるようになりました。近年、群馬県内

での古代鉄生産遺跡の発見・発掘が相次ぎ、みどり市の周

辺でも製鉄に関係する遺跡や集落が多く存在していること

が明らかになってきています。特に赤城南麓地域や金山丘

陵地域には多くの鉄生産関連遺跡があり、新知見も多くみ

られるようになりました。こうした新知見を報告するとと

もに、この地域が古代上野国の中でどのような歴史的位置

にあったかを学びます。

史跡見学会　平成20年３月９日（日）８：30～
『みどり市周辺の鉱業遺産を訪ねて』
「近代化産業遺産」に認定され、「足尾銅山－日本の近代

化・産業化と公害対策の起点－」をコンセプトに世界遺産

登録しようとしている足尾銅山の産業遺産を中心に見学し、

今回の講義内容を深めます。

● 受講生の募集要項
Ａ．講 義
　定 員　　70人（先着順）

　受 講 料　　一般　2,000円　友の会会員　1,500円

（単独受講の場合は各講1,000円）

　応募方法　　氏名・住所・電話番号を明記し，はがき・

FAX・Ｅメールで申し込むか，博物館窓口

で直接お申し込みください（電話による受

付も行います。）

Ｂ．見学会
　定 員　　30人（先着順）

　参 加 費　　2,000円（観覧料・保険料・昼食代を含みま

す。講義受講料とは別途です。）

　応募資格　　１～３講通しの受講申込者

（第２講終了時に受付開始）

　応募方法　　直接窓口にて受付開始（氏名・住所・電話

番号・生年月日を明記のこと〔保険加入の

ため生年月日の明記が必要です〕）

郷土史講座受講生募集

『みどり市周辺の鉱業遺産 －鉄・銅・マンガンの生産と技術－』
第45回企画展『みどり市周辺の鉱業遺産－鉄・銅・マンガンの生産と技術－』の開催にあわせ、鉱業史

をテーマとした郷土史講座を開催します。3つの講義と1回の史跡見学会を行います。鉄・銅・マンガン等

の鉱石の生産と技術という特殊性や操業時期の違いから、鉱業として一括して取り扱うには難点があります。

そこで、古代の鉄生産・足尾銅山の産業遺産・足尾山地の鉱石や鉱山跡について具体例を示しながら、みど

り市周辺の歴史的に深い関係のあった鉱業遺産について理解を深めることを目的とします。



第11回友の会展示にご来場くださいまして有難うご

ざいます。

　本年のテーマは「私の逸品」ということにしました。

この展示では、毎年一年間の成果を発表するわけです

が、それに加えて、個人的に発表したいもの、展示し

たいもののコーナーを設けました。ここでは、広くみ

どり市全域に呼びかけ、古代のもので、珍しいもの、

大切にしているものなど展示しました。各サークルの

主な展示物は大体次のようなものです。

第 11回友の会展示

主催：岩宿博物館友の会

後援：岩 宿 博 物 館

平成19年12月２日（日）

～平成20年１月14日（月・祝）

石器作りサークル石器作りサークル

土器作りサークル土器作りサークル

古代料理研究会古代料理研究会

民俗伝承研究会民俗伝承研究会

10年来、石器を作り続け、色々な石材を選び、色々な器種の作製

に挑戦しています。時には各地に石材を求め歩くこともありました。

展示しているものは、主に本年作製した尖頭器などです。

本年は、注口土器を主に作りました。注口土器とは、縄文中期～

晩期に作られたもので、注ぎ口がついているものの総称のようです。

色々な型をしたものがありますが、何に使われたものか想像してみて

ください。

正月から年越しまで、以前は各月に色々と工夫したお祭りや行事

が行われていました。また、地方によってそれに合わせた料理が作ら

れてきました。本年は、それを伝承料理として、まゆ玉飾りや七夕様

の流しそうめんなど、当地方で行われてきたものを再現しました。

昨年は、「鹿田の伝説＝石原義令 大正３年記述」を紹介しましたが、

本年は田村公夫さんの先祖、田村喜宗冶さんによって書かれた「鹿

田老談記」、（明治11年８月）さらにその父の田村清吉さんの記した

「鹿田旧事記」というものがあることが明らかになりました。そこで、

これを読みやすい文に直して発表することにしました。どうぞ、ご

ゆっくりご覧ください。
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　11月11日（日）に『岩宿ムラ祭り収穫祭』が博物館友の会　11月11日（日）に『岩宿ムラ祭り収穫祭』が博物館友の会

主催により開催されました。主催により開催されました。

　前日まで心配な空模様でしたが当日は穏やかな一日で、約　前日まで心配な空模様でしたが当日は穏やかな一日で、約

500人の来場者による人の流れが見られました。会場となった500人の来場者による人の流れが見られました。会場となった

『岩宿人広場』は、石器作り・火越し・まが玉作り・脱穀・弓『岩宿人広場』は、石器作り・火越し・まが玉作り・脱穀・弓

矢・石槍投大会・石器のナイフで鮭を解体といった盛りたくさ矢・石槍投大会・石器のナイフで鮭を解体といった盛りたくさ

んのアトラクションが行われ、子供から大人まで参加者の皆さんのアトラクションが行われ、子供から大人まで参加者の皆さ

んが真剣に取り組む姿がありましんが真剣に取り組む姿がありまし

た。友の会スタッフの指導もいっそた。友の会スタッフの指導もいっそ

う熱が入り、額に光るものが見られう熱が入り、額に光るものが見られ

ました。参加者の皆さんは古代人のました。参加者の皆さんは古代人の

生活を実際に体験したり、イノシシ生活を実際に体験したり、イノシシ

鍋に舌鼓をうったり、とちの実あん鍋に舌鼓をうったり、とちの実あん

ぴんやどんぐりクッキー・イノシシぴんやどんぐりクッキー・イノシシ

の丸焼きを楽しんだりと、秋の一日の丸焼きを楽しんだりと、秋の一日

を満喫してくれたようです。を満喫してくれたようです。

友の会会員募集友の会会員募集
　『岩宿博物館友の会』は，岩宿時代を学び，考えていく中
で会員相互の知識と同行の人々の親睦を深めていくことを目
的としています。岩宿博物館をもっと知りたい方，岩宿時代
に興味のある方，これ以上の入会資格は問いません。あなた
も友の会に参加しませんか。

友の会会員にはこんな特典があります

　①　入館料が無料となります。

　②　企画展や各種講座のご案内をいち早く，確実にご案内いたします。

　③　各種講座の受講料・史跡見学会参加料が割引となります。

　④　友の会主催の事業に参加できます。

　⑤　博物館だより『Ｏｒｉｇｉｎ～オリジン～』を年３回お届けします。

　⑥　石器づくり・土器づくり・古代料理研究・民俗伝承研究の各サー

　　　クルでの活動ができます。

年会費とお申し込み方法

　●年会費　みどり市在住の方　個人会員1,000円　ファミリー会員2,000円

　　　　　　　みどり市外在住の方　個人会員2,000円　ファミリー会員3,000円

　※　ファミリー会員への刊行物の配布は，１軒に１部とさせていただきます。

　●お申し込み方法

　　　　　　本館に直接お申し込みいただくか，郵便振替をご利用くだ

　　　　　さい。なお，振替用紙は友の会事務局までご請求ください。

お問い合わせ　岩宿博物館友の会事務局

　〒379-2311　群馬県みどり市笠懸町阿左美1790-1

　℡　0277-76-1701　　FAX　0277-76-1703

　Ｅ-メール　iwajukuhaku@city.midori.gunma.jp

岩宿ムラ祭り収穫祭
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　当岩宿博物館の職員の間で冬の風物詩になっていること

がある。職員駐車場に10数個並べられたコンテナケースで

あるが、それは、冬の間に縄文土器作り用の粘土を準備す

るためのものである。

　当館で行っている縄文土器作り教室は、現在自前の粘土

を使っている。その量も年々増加の一途をたどっているが、

それは近年土器作りの人気が高まり、市内の小学校６年生

や幼稚園・保育園などでさかんに実施されるようになって

きたからである。「縄文土器作り」というからには、それに

近い形で作り焼き上げることをモットーにしている。その

ため、普通の焚き火で土器を焼き上げる「野焼き」がひと

つの重要な過程になっているが、市販の粘土には、なかな

か野焼きに耐える粘土がない。商品として野焼き用とうたっ

ていても実際に焚き火で焼くと粉々に壊れてしまうものが

ほとんどなのである。そのようなことから、野焼き用粘土は、

博物館で独自に調合して作っている。その調合は、粘土そ

のもののみでは割れてしまうことから、そこに約３割の砂

を混ぜている。このことが野焼きを可能にしているのであ

るが、そのためには、粘土と砂を正確に調合しなくてはな

らない。そこで、冬になるとその粘土を粉にして用意する

作業を行っているという訳である。その方法を簡単に言えば、

粘土に水を含ませて凍らせ、フリーズドライにして粉にし

ているのである。そのようにして用意した粘土の粉と砂を

正確に量り、それに決まった分量の水を加えて練って粘土

ができあがる。

　果たして縄文時代人はどのようにしていたのであろうか。

当館の土器作りや粘土作りの師匠でもある隣の市のＭ氏は、

縄文人は粘土の露出している崖で、適度に粘土が風化して

粉になり、あたりの砂やロームなどが程よく混合している

部分を採ってきて練り直して粘土としたとよく話してくれ

る。しかし、直径60cm、高さ１ｍにも及ぶ大形の土器を作

る時や、まとめて土器を作る時には相当量の粘土が必要に

なりはしないかとあらぬ心配をしてしまう。また、縄文人

が粘土を実際に掘ったという「採掘跡」が発見されている

遺跡もあることから、採ってきた粘土をいずれかの方法で

調合していたのであろうと考えている。さらには、砂やそ

の他の粘土に混ぜる混和材も周到に準備したことであろう。

　粘土ができた後の作業を追ってみよう。粘土は練り上げ

てからしばらくの間、ねかせておく。乾かないようにして

そのままのしておくのであるが、現在のようにポリ袋など

ない当時に人々は、どのようにして乾かないようにしてい

たのであろうか。粘土を練るときあるいは粘土紐を作って

実際に土器を作る際、現在では粘土板を使っているが、そ

のような平らな板があったのであろう。なければどのよう

にしていたのであろうか。考えれば考えるほど、わからない

ことばかりである。

　縄文時代は約１万年間に及ぶもので、その間にも多くの

技術や方法が編み出され、時間の流れの中でさまざまに変

化している。例えば、今から７千年前頃には粘土の中に植

物の繊維を入れて粘土を作った「繊維土器」があり、約

３千年前以降には土器を黒くいぶす技術が発達したりして

いる。また、地域によっても独自の手法があったことも良

く知られている。土器の飾りつけもさることながら、粘土

に滑石や黒鉛、雲母などを特別に混入している地域がある

のだ。これまでにも述べたように、その粘土作りについて

もいくつもの技術があるのであり、土器作り全体を考える

と、それはさまざまな技術の集合体であることが解かるだ

ろう。そのような複雑な背景があってはじめて土器という

ひとつの製品が生まれてくるのである。縄文時代の道具の

一つ、土器作りについて考えただけでも、その技術や手法は、

奥が深く、そして幅広い。

　などと解かったようなことを言ってみたものの、近年、

忙しいといってほとんど土器自体を作らなくなった私自身

の土器作りの腕は、現在展示中の会員の作品を見ると、既

に友の会土器作りサークルの方々にはかなわないものと

なっているようだ。もちろん、彼らの師匠である縄文人の

土器作りには到底歯も立たない。その技術全体からみれば

なおさらであろう。最近多数の縄文土器を見る機会があっ

たが、土器の向こうから「どうだ」と言わんばかりの縄文

人の誇らしげな顔が見え隠れしているような気がしてなら

ないのである。（小菅 将夫）

このコーナーは学芸委員が仕事の周辺を語ります。

ストーン・エッセイ⑥ 縄文人を垣間見る

粘土の準備の様子

野焼きの様子
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岩宿博物館 

編集・発行 

みどり市バス《桐原阿左美線》 

赤城駅からおよそ 12分 

ご利用の場合 

岩宿駅北口からおよそ７分 
《岩宿博物館・カタクリの湯で下車ください》 

岩宿駅北口から徒歩でおよそ 20分 

保健センター信号 

６日（日） 岩宿探検隊『滑石のまが玉作り』受付開始

 岩宿文化賞　学生部門展示（１月末日迄展示）

12日（土） 岩宿探検隊『土器作り』（大人向け）

 10：00～（会場：体験学習室）

14日（月・祝） 第11回友の会展示『私の逸品』最終日

20日（日） 郷土史講座募集開始

26日（土） 岩宿探検隊『滑石のまが玉作り』

 第45回企画展『みどり市周辺の鉱業遺産

 －鉄･銅･マンガンの生産と技術－』開催

９日（土） 岩宿探検隊『土鈴･土笛作り』

10日（日） 郷土史講座　第1講　13:30 ～（会場:体験学習室）

　　　 『足尾銅山の光と影－足尾銅山から環境を考える－』

　　　　 講師:小野崎敏氏（日鉄鉱業名誉顧問）

24日（日） 郷土史講座　第２講　13:30 ～（会場:体験学習室）

 『東毛地域の鉱物生産について』

 講師:藤井光男（桐生市教育委員会）

２日（日） 郷土史講座　第３講　13:30 ～（会場:体験学習室）

 『古代群馬の鉄生産』

 講師:笹澤泰史（群馬県埋蔵文化財調査事業団）

９日（日） 史跡見学会　8:30 ～（集合：博物館第一駐車場）

 案内:本館学芸員

 第45回企画展『みどり市周辺の鉱業遺産

 －鉄･銅･マンガンの生産と技術－』最終

15日（土） 岩宿探検隊『コハク玉作り』（大人向け：有料）

30日（日） 岩宿探検隊『土器･土鈴･土笛焼き』

 『岩宿ムラ祭り』　10:00 ～ 14:00（会場:岩宿人の広場）

　岩宿ムラ祭りは、春の「岩宿ムラ祭り」、秋の「岩宿ム

ラ祭り収穫祭」として年２回、岩宿博物館友の会主催によ

り開催されます。今春は３月30日に開催されます。

　史跡岩宿遺跡が立地する稲荷山の北斜面には毎年春の訪

れとともにカタクリの花が開花されます。このカタクリの

群生地は、関東地方でも有数の規模を持つとされ、例年多

くの観光客が訪れます。例年、春の彼岸過ぎに咲き始め、

３月下旬頃見ごろを迎えます。ムラ祭りの開催のころには

見ごろとなることを期待します。岩宿ムラ祭りでは、毎年、

石器作りや弓矢・ヤリ投げ、まが玉作り、古代米のもちつ

きなどのアトラクションを無料で体験できるほか、古代の

売店として、ふきのとうのお焼き、どんぐりクッキー、古

代米、竹炭、そして土鈴や土笛といった古代グッズなどが

販売されます。カタクリの花に誘われて、岩宿ムラ祭りに

参加し古代の息吹も感じてみてはいかがでしょうか。

１月

２月

３月

お し ら せ

岩宿ムラ祭岩宿ムラ祭りり
2008年３月30日（日）
10：00～ 14：00
会場:岩宿人の広場（小雨決行）
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