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桟瓦・レンガのオラン夢から日本への伝播の実態について
一オランダ東インド会社関連遺跡とその出土資料の分析を通じて一

委員堀内
主査小林克*1

秀樹*2,岩下哲典*3,金田 明美'4,小川保*5

オランダ各都市・アユタヤ・ゼーランディア・平戸・長崎(出島)から出土した資料をサンプリングし、胎土分析を行っ

た。この結果、黄色レンガは、オランダ地域からアジア各地にもたらされた可能性が高いこと。平戸・長崎(出島)出土の赤

色レンガの多くは台南地域からもたらされた可能腔が高いことが明らかになった。更に日本の瓦と同質のレンガが平戸と出島

から確認され、日本人によりレンガが生産されていたと考えられる。オランダ式桟瓦も、タイ・アユタヤのオランダ人居住地と、

インドネシア・バンテン遺跡からも発掘されていた。アユタヤで確認されたオランダ式桟瓦にっいては、アムステルダム出土

桟瓦との比較を行ったが、明確な差異は確認出来なかった。

キーワード:1)レンガ,2)桟瓦,3)V㏄,4)胎土分析,5)近世考古学,6)日蘭交流,

7)発掘調査,8)ゼーランディア,9)アユタヤ,10)蛍光X線分析
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-OnthebasisofmaterialanalysisofartifactsexcavatedfromVOCrelatedsites一

Ch,KatsuKobayashi

Mem.HidekiHoriuchi,TetsunoriIwashita,AkemiKanedaandTamotsuOgawa

IcoUectedandsampledbricksandpan-tiles肋mthecitiesrelatedtoDutchEastIndiaCompanyandappliedHuorescellt

X-rayanalysisonthem.Asaresult,allyellowbricksfoundinAsiawereassumedtohavebeenmadeintheNetherlandsand
neighborfbods.MostoftheredbricksexcavatedinHiradoandNagasaki,weremadeintheZeelalidiaarea,Tainan.Therewere

Dutchpan.tilesexcavatedintheDutchcolonyatAyutthaya,ThailandandtheBannten-terutayasasiteinIndonesia.However,we
couldnotdeterminetheareaofpreductionbytheanalysisweconducted.

1はじめに

1,1研究の背景

日本に於いては,16世紀後半～17世紀前半(戦国時

代～江戸時代初期)から江戸時代を通してヨーロッパの

生活・文化,技術が日本に導入されたり取り入れられ

たりしていたと以前小林は仮説を提示した猷。近年文

献史学でも,鎖国は否定的に捉えられ,海外との交流と

して「4っの窓」があったとする説注2)が有力となって

いる。実際,近年の近世考古学の進展により,日本各地

でヨーロッパ産の様々なものが出土している齢。こう

した確実にヨーロッパからもたらされた出土資料だけで

なく,生活・文化や技術の面でも,その可能性を想定で

きるものが存在する注4)。

桟瓦についても従来は,17世紀後半に瓦職人の西村

半兵衛が工夫,発明したとされていたが,オランダか

らの伝播の可能性が検討されている撚。ただし,日本

の桟瓦とオランダ式桟瓦には大きな差異が存在すること

が,安藤氏らの研究により明確化されている温。日本

の桟瓦は,東京都文京区の東京大学において,元禄の焼

土層の下層から出土しており,その屋根に葺かれた年代

は,その下の天和年間の焼土層の年代,つまり1680年

以降に比定される注7)。

現在,オランダ各都市をはじめとして世界各地のオラ

ンダ東インド会社(以下,VOCと言う)関連遺跡の発掘

調査が行われ始めている。オランダ国内諸都市の発掘も,

近年盛んに行われるようになっている。これは東南アジ

アや東アジアでも同様であり,台湾でも近年ゼーランデ

ィア城の発掘が継続して行われており,最初期のVOC時

代のレンガも出土していた。タイのアユタヤでもVOC商

館から大量の屋根瓦の出:ヒが報じられた(朝日新聞05

年8月3日付夕刊12面)。

1.2研究の目的

今回の研究では,オランダのVOC拠点都市の発掘資料,

そしてアユタヤやゼーランディア城,平戸,長崎・出

島で出'llしているレンガや瓦の胎土分析を行うことによ
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り,その産地を特定する第一歩としたい。

桟瓦やレンガは17世紀段階から日本でも出土してお

り,その伝播の状況を明らかにするため,オランダ各都

市,アユタヤ,台湾,平戸・長崎等の遺跡から出土した

レンガ・瓦をサンプリングし,胎土分析を試みた。黄色

系レンガは,経験的にオランダ産と想定されていただけ

であり,赤色レンガについては,それがオランダ産なの

か,アジアの何処かで作られたものなのか,不明確であ

った。またレンガ,瓦ともに建築資材であり,屋根や壁

に使用されているものにしても,年代的な特定が難しく,

また形態的な特徴も乏しく,形態分類でも年代比定が難

しい。

オランダ各都市や周辺地域では,瓦やレンガは消費地

である都市から出土しており,焼成された産地が特定さ

れていない。よってアジア地域で出±した資料にっいて,

厳密に生産地点を同定することは,現時点では不可能で

ある。それでも出土資料の胎土を分析することにより,

オランダ国内の都市から出士している,オランダ国内又

は近辺で作られた資料と,アジアの出土資料が広い範囲

での同一生産地のものかどうか判断することは意義があ

ると考える。経験的,若しくは文献があるからと言って,

そちらに引きずられる判断をすること無しに,より科学

的な判断が為される可能性がある。今回の胎土分析は,

その第一歩であり,今後対象資料を拡大していくことに

より,より多くのことが明らかになると想定される。

1.3研究の方法

全て,発掘調査による出土資料をサンプリング対象と

することとした。前述したようにレンガや瓦は形態的特

微から分類することや,編年を追うことが難しいことと,

基本的に耐久消費財であり,再利用が成されやすく現在

でも利用されているものもあるという性格がある。更に

日本に於いては,レンガは基本的には幕末から明治初期

にもたらされたとされている。こうした点もあり,発掘

調査による出土資料を対象とすることで,17世紀頃の

ものという年代的限定を得ようとするものである。その

結果,台湾・膨湖島の表面採取資料,アユタヤの表面採

取資料以外は,きちんとした発掘調査手続きを経て出士

した資料である注S)。

胎土分析については,東京都埋蔵文化財センター研究

員の長佐古真也氏に依頼し,蛍光X線分析による元素分

析と実体顕微鏡による観察を実施した。

2.サンプル取得調査の概要

2.1アユタヤ・オランダ人居住地

アユタヤは1350年から417年間,アユタヤ王国の首

都であったが,1767年にビルマにより攻められ焼土と

化した。チャオプラヤー川の中州に王都アユタヤは存

在し,港市国家として,インド洋と東南アジア圏との中

間に位置し,貿易が盛んであった。河口までは約80km

ほどで,帆船で数日を要したが,16世紀～17世紀にか

けては,様々な外国人が,決められた居住地に多数い

た。居住地は基本的には川に周囲を囲まれた都市アユタ

ヤの外側に設置され,図2-1のようにオランダ人居住地

は,チャオプラヤー川東岸,日本人居住地の隣であった。

VOCは,1608年にアユタヤに拠点を設け,アユタヤ王国

が滅亡するまで日本と貿易を続けていた。
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図2-1アユタヤ市外図と外国人居留地

発掘調査は,オランダ政府とタイ政府が資金を出し合い,

2004年～2005年にかけて,図2-2のようにトレンチを

設定して実施された。確認面下約1.5mで建物の基礎が

確認され,同じような深さの地層から大量の出土遺物が
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図2-2アユタヤオランダ人居住地発掘調査位置

見つかっている。出土したレンガ,瓦を確認したところ,

写真2-1,2-2のようにオランダ産と想定される黄色系レ

ンガ7点と4点のオランダ式桟瓦を確認した。他にもオ

ランダ産のタイル片も確認されている。多数の中国磁器

に混じって,肥前磁器も検出されており,日本との関係

性が強く想起される。サンプルについては,オランダ式

桟瓦と黄色系レンガ,そして現地産と想定されるレンガ

と瓦をサンプリングした。サンプル1～4では,05年

の発掘調査で出土したものであり,No.5,6は06年に

発掘調査地点から表面採取したものである。
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2.2台湾

台南市にあるゼーランティア城は,1634年VOCによ
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写輿2-2アユタヤ出土黄色系レンガとその他のレンガ

り完成された。16世紀後半から,現在の台南は中継貿

易の港として利用され,オランダ人も17世紀前半に膨

湖島そして,タイオワン(現在の台南)に進出し,日本

貿易の基地とした.当初は日本の朱印船との争いもあっ

たが,徳川家光の時代になると台湾へ朱印船がこなくな

り,vOCは日本貿易の基地として多いに利益を得ること

となった。その後1661年鄭成功がVOCを駆逐し,拠点

とする。

発掘調査は,数年前からゼーランディア城の至る所にト

レンチを設定して行われている。2005年の発掘調査よ

り第5試掘坑(図2-4,2-5参照)の最下層のVOCによる

初期構築遺構から,黄色系レンガを用いた水路と考えら

れる遺構が検出された(写真2-4)。の黄色系レンガは

オランダ領有時代1634年頃のものと考えられるもので,

これをサンプリングした。同時にこの上層より出土して

いる赤色のレンガ(写真2-5)もサンプリングした。ま

…
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図2-4ゼーランディア城とトレンチ位置図

図2-5トレンチ配置図

翻

た膨湖島のVOCの基地があった蛇頭山で陶磁器等の資料

を表面採取し,現地産と考えられるレッドブリック片を

サンプリングした。
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写翼2纏ゼー一ランヂィア城黄色系レンガを用いた水路跡

写真2-5ゼー一一ランディア城サンプル資料

23オランダ各都市

オランダの調査は,07年2月に実施し,図2-6のよ

うにアムステルダム(Amsterdam),ザーンスタッド

(Zaan-staad),ベイフェルヴァイク(beverwijk),ヴォ

 ・ri禽β邸登一軸認_一.x塙雌蹴郭議。r.y
りきを

・'"一一讃隔.茅靴.、3J.'eAh-一"

・。ぐ.㌧.一'・_遇嚇く、瓢
ノラひタロち・'汐・
瓜ジ`ルクマ・ルy・・A.。。i・_、;.

ベイ。。膀幌轡攣閣惣紬〒織無㌶'・
 聴襲がξ…7磯ンド耀鷺∵臓ゆ,_.鳶
 'nv「"・.諏欝ゲ。・顧"諺謬ζ・筑一鍔協隔・e.e"あ　ぶきドも

 継碧アム翼γルダ」£Az'k・"'艶….94s.(::'.v
 ・一二争ニーφ騨遡"凱軸幅。`ウ.'多壕灘嘘轟、

謬羅i譲1馨蒙難瓢1慧
鷺騰麟饗謂ドルドレ監鳶縦繍鷺二三「"葱.の.、

、諮窯葺濃凝響ご驚遜嵐
墾製ぐ撃惑灘麟藁帥濾響
 "・・"ご敲,、μ1.・蕗'∵三∵〆蔑・説'・ぴ贋短兆灘嫁蜜;..

図2-6オランダサンプリング都市位置図
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ルマー(Wormer),ドルトレヒト(Dordrecht),スヘルト

ヘンボス('s-Hertogenbosch),アルクマール(Alkmaar)

の各市出土の黄色系レンガ,赤色系レンガ,各種レンガ

とオランダ式桟瓦(アムステルダム市出土)をサンプリ

ングした(写真2-6)。サンプリングをした都市は,全

て15世紀には成立しており,20年ほど前から市や州の

考古局等により発掘調査が継続的に実施されており,発

掘された資料である。

写翼2-6アムステルケム出土のレンガと瓦(No.20～25)

2.4平戸

周知のように平戸は1609年(慶長14)にオランダ商

館が設置され,1641年(寛永18)の長崎・出島移転ま

での33年間VOCの日本貿易の拠点として利用された。

現在当時の建物の再現整備を目標に発掘調査が実施さ

れ,多くの出土遺物が見っかってきている。

平戸のVOC跡地から出土した写真2-7のような,黄色

系レンガ1点と赤色系レンガ2点,そして日本式の瓦の

サンプリングを行った。瓦は,日本の本瓦と考えられる

ものである。なお,赤色系レンガについては,発掘調査

担当者は,文献記録注り)から台南製のものと考えている

とのことであった。サンプル資料は,2004年に調査さ

騨

轟饗 難

写ee2・-7平戸出土のレンガ

れた地区第2グリッド第3層から出土しており,確実に

17世紀前半の資料である。

2.5畏崎・出島

出島出土の黄色系レンガ,赤色系レンガをサンプリン

グした。出島は,1636年(寛永13)にポルトガル人を

集住させるため海岸に造成された人工の島である。その

後1639年(寛永16)にはポルトガル人は来航を禁止さ

れ、1641年(寛永18)にVOC商館が平戸から移された。

出島は国史跡であるが多角的な建築調査注ゆと平行して

発掘調査が進められ,幕末の様子が再現されている。古

い時期の地層は,保存のため発掘できないが,南側外海

側のカピタン部屋と乙名部屋の近くの石垣が崩れた部分

からまとまってレンガと瓦が出土し,新しい19世紀の

レンガの他に古い様相を呈するレンガも混在して出土し

ていた。よって遺構としての時期は古いとは言えないが,

出島内の出土遺物として理解される。

2,6その他

オテンダの他に,イギリス・ロンドン出土の黄色系レ

ンガ,赤色系レンガもサンプルを入手した。ロンドン市

内もロンドン博物館が中心となり数十年前から正式な発

掘調査が実施されており,今回同館の考古部局からサン

プルを入手した。

また今回の研究で,サンプリング調査を検討していた住

総研からもアドバイスのあったインドネシアであるが,

2007年夏になり,図2-7,写真2-8のようなオランダ式

桟瓦やレンガが出土していることが明らかとなった。こ

の瓦については,胎土分析を実施するため,入手する方

法を探ったが,残念ながら時間切れとなってしまった。

このオランダ式桟瓦は,バンテン・ティルタヤサ遺跡か

ら出土しており枷),類似する完形資料がバンテン遺跡

にあるバンテン博物館に展示されている(図2-7)。

バンテンはジャワ島西端に位置し,イスラム港市国家

◎匠〕
べおだオハロフロゆホめガぽゑ

＼》《　　　㎞驚
図2-7バンテン遺跡博物館収蔵の瓦実測図

の王都として,16世紀～18世紀にかけて繁栄を誇った。

ティルタヤサ大王はオランダに対抗するが,1682年テ

ィルタヤサ離宮はオランダ軍により破壊される齪)。こ

のティルタヤサ離宮跡から出土した写真2-8のオランダ

式桟瓦は1682年以前のものである。

写ee2--8バンテン・ティルタヤサ出±のオラン壁式桟瓦
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3胎土の元素分析および拡大観察

3.1資料および分析方法

オランダ東インド会社関連遺跡出土瓦・レンガ資料

48点である。表3-1にその一覧を示す。このうち,資

料02は試料量の不足,資料38～40は遺跡出土資料で

はなかったことにより分析対象から除外したため,分析

を行ったのは瓦8点,レンガ40点の計44試料である。

今回は,胎土の元素組成分析および実体顕微鏡によ

る観察を意図し,供与された資料から肉眼観察用の試料

切片(1・3・4を除く)と分析用の試料片を採取した。

元素分析は,蛍光X線分析法により行った。元素分析用

試料は,まず水洗および110℃強制乾燥(2時間)の後,

タングステン・カーバイト製乳鉢で微粉末まで粉砕した。

精密秤量した試料粉末0.5000gを10倍量の四礪酸リチ

ウム(MERCK社rCSpectromeltBIO;750°Cにて2時間加

熱で脱水したもの)で希釈し,約1,100℃・500秒間加

熱してガラス・ビード試料を作成した(ビードサンプラ

・一一NTIOOO使用)。分析装置は,島津製作所製LABCENTER

XRF-1800(東京都埋蔵文化財センター分析室)を用い

た。測定の対象としたのは,珪素(Sio2),アルミニウ

ム(Al203),鉄(Fe203),チタン(TiO2),カルシウム

(CaO),カリウム(K20),マグネシウム(MgO),ナトリウ

ム(Na20)の8主成分元素およびジルコニウム(Zr),ス

トnンチウム(Sr),ルビジウム(Rb)の3微量元素であ

る。定量は,東京都埋蔵文化財センターにおける過去

の分析値と比較するために,従前より使用している標準

試料を用いた検量線法で行い,検量線作成のための標準

試料には旧通産省工業技術院地質調査所発行の岩石標準

試料JA-1,JA-2,JB-2,JB-1,JB-1a,JB-2,JB-3,

JG-1,JG-1a,JG-2,JGb-1,Jp-1,JR-1,JR-2を各元

素により適宜用いた。また,肉眼的な識別基準の参考と

するため,実体顕微鏡による低倍率の拡大観察を行なっ

た。試料切片は表面を研磨・平滑化し,断面の状態を整

えた。顕微鏡はオリンパス社製SZ11を用い,接続の

デジタルカメラ(ニコン社製D80)による撮影も行った。

3,2分析結果

表3-2に分析結果を示す。主成分元素については,

岩石学の習慣に従い,酸化物の形で表している。鉄は全

て3価とした。これにより,分析値の総和はほぼ100%

となる。なお,今回は合計値が100%をやや超える結果

が多かった。これは,ビードサンプラーの状態に起因し

てフラックスの揮発量が通常よりわずかに多かった可能

性などが考えられるが,これによる分析値の変動は】%

前後と推定されるため,特に補正は行なっていない。ま

た,ストロンチウムについては,通有の測定範囲よりも

極端に含有量の少ない資料が含まれていたため,他の元

素と比較するとやや精度が悪くなっている。今回は暫定

値として扱う。

3.3考察

3.3.1クラスター分析

11元素の測定値をもとに,疑集法によるクラスター

分析を行った。結合方法はワード法で,併合距離には標

準化ユークリッド距離を用いた。計算には,Microsoft

社『Excel2002』,および社会情報サービス社『エクセル

統計2006』を用いた。なお,後述の二元散布図等にも

上記ソフトを用いている。

図3-1に全分析試料を対象とした樹形図を示す。こ

こでは,瓦および赤色系レンガ群と黄色系レンガ群の

二つのクラスターが形成された。これは,特に黄色系レ

ンガにおいて際立った組成上の特微があることを示唆し

ている。同時に,黄色系レンガは,すべて小さな非類似

度で併合されていることから,互いに良く類似している

ことも指摘できる。赤黄混合の胎土を持っZaaO1・Zaa

O3,褐色を呈するAlkO3・DorO4,および燈色を呈し赤

色系レンガと判断されていたs'HeO2も,このクラスタ

ーに併合されている。さらに,アジア各地(タイ・アユ

タヤ,平戸・出島)出土の黄色系レンガAyuO3・Hir11・

Dejo3もここに併合され,オランダ・イギリス出土の黄

色系レンガとの問に高い類縁性を認めることができる。

赤色系レンガについては,台湾(ゼーランディア城・

膨湖島)および日本(平戸・出島)群と,タイ・アユタ

ヤおよびヨーロッパ群に大きく分離した。前者では同じ

台湾に所在するゼーランディア城ZeeO2と膨湖PenO1・

PenO2が比較的大きい非類似度で併合され,両者分別の

可能性を示唆している。また,ZeeO2は,平戸・出島出

土のHirO2・HirO3・DejOl・DejO2と併合された。一方,

膨湖島の2点には,出島出土Dejo4が比較的小さい非類

似度で併合された。これは日本出土の赤色系レンガが台

湾出土のものと高い類縁性を有することを示しており,

これらの生産地を推定する上で重要な所見と言えよう。

また,オランダ・アムステルダム出土のAmsO6,イギリス・

1コンドン出土のLonO2と出島出土のDejo5が低い非類似

度で併合されたことにも留意する必要がある。

瓦は,赤色系レンガの中に散在するように併合され

た。オランダ・アムステルダム出土のAmsO1・AmsO3お

よび平戸出土のHirO4・HirO5などは各々小さな非類似

度で併合され,生産地同定の可能性を示唆しているもの

の,全体に分析数が少ないこともあり,赤色系レンガと

の類似性をそのまま生産地の同一一性に求めることは困難

であろう,今後の試料の増加を期す必要がある。

3.3.2散布図によるレンガ胎土の傾向把握

次に,各元素毎の分析値の傾向を,いくつかの二元

分布図により確認する。
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表3-1分析試料リスト

    試糊o出土地点酪号遺物名称

    1タイ・アユタヤオランダ地区AvuO1オランダ式桟瓦

    2タイ・アユタヤオランダ地区AuO2平瓦(赤色系)

    3タイ・アユタヤオランダ地区塑03黄色系煉瓦

    4タイ・アユタヤオランダ地区AyuO4赤色系煉瓦1

    5タイ・アユタヤオランダ地区」塾唖_AyuO6赤色系煉瓦2一一一丸瓦(赤色系)    6タイ・アユタヤオランダ地区

    7台湾・ゼーランディア城跡ZeeO1黄色系煉瓦

    8台湾・ゼーランディア城跡ZeeO2赤色系煉瓦

    9台湾・膨湖島蛇頭山PenO1赤色系煉瓦1

    10台湾・膨湖島蛇頭山PenO2赤色系煉瓦2

    11日本・平戸オランダ商館跡HirOl黄色系煉瓦

    12日本・平戸オランダ商館跡HirO2赤色系煉瓦

    13日本・平戸オランダ商館跡HirO3赤色系煉瓦

    14日本・平戸オランダ商館跡HirO4灰色系瓦1

    15日本・平戸オランダ商館跡HlrO5灰色系瓦2

    20オランダ・アムステルダムAmsO1瓦1(赤色系)

    21オランダ・アムステルダムAmsO2瓦2(赤色系)

    22オランダ・アムステルダムAmsO3瓦3(赤色系)

    23オランダ・アムステルダムAmsO4黄色系煉瓦ユ

    24オランダ・アムステルダムAmsO5一黄色系煉瓦2
    25オランダ・アムステルダムAmsO6赤色系煉瓦

    26オランダ・ザーンスタッドZaaO1黄赤混合煉瓦

    27オランダ・ザーンスタッドZaaO2黄色系煉瓦

    28オランダ・ザ・一ンスタッドZaaO3黄赤混合煉瓦

    29オランダ・アルクマールAlkO1黄色系煉瓦

    30オランダ・アルクマールAlkO2黄色系煉瓦

    31オランダ・アルクマールAlkO3褐色(黄色系?)煉瓦
    32オランダ・スヘルトヘンボスs'HeO1黄色系煉瓦

    33オランダ・スヘルトヘンボスs'IieO2赤色系煉瓦

    34オランダ・ドルトレヒトDOI101黄色系煉瓦1

    35オランダ・ドルトレヒトDorO2黄色系煉瓦2

    36オランダ・ドルトレヒトDorO3黄色系煉瓦3.皿

    37オランダ・ドルトレヒトDOrO4褐色(黄色系?)煉瓦
    41オランダ・ベイフェルヴァイク謬evO1黄色系煉瓦

    42イギリス・ロンドンLonOユ黄色系煉瓦

    43イギリス・ロンドンL〔〕nO2赤色系煉瓦?

    44日本・出島オランダ商館跡_旦i泄ユ.墨赤色系煉瓦1    45日本・出島オランダ商館跡赤色系煉瓦2

    46日本・出島オランダ商館跡唖黄色系煉瓦

    47日本・出島オランダ商館跡.」919LDe'05赤色系煉瓦3一皿一赤色系煉瓦4    48日本・出島オランダ商館跡

一342一

OIAγrzlOI

08ZeeO2

45Dejo2

12Hiro2

13HirQ3

44Dejo1

20ArnsO1

22AmsO3

14Hi'・04

15、研rO5

09PenOl

47Dq104

1〔}PenO2

04AyuO4

05AyuO5

2/ノ4msO2

06ンlyuO6

25AmsO6

48D蔓}05

43LonO2

03AyuO3

23AmsO4

07ZeeOl

34dorO1

42LonO1

27s,HeO2

26ZaaOl

11HirOl

46dejo3

31AlkO3

35dorO2

36dorO3

33s'heO2

29AlkOl

41BevOl

24AmsO5

28ZaaO3

21AmsO2

3〔〕AlkO2

27ZaaU2

0
赤色系レンガ・瓦群

黄色系レンガ群

試料イタリックは瓦
図3-1全分析試料を対象としたクラスター分析

(ワード法,標準化ユークリッド距離)
CrusterAnalysisofsamples(Vへ「o]・dmethod,Stand}ized

EuchdDistances)
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表3-2分析結果

               試料No.略号Zr(ppm)Sr(ppm)Rb(ppm)Fe203㈹Tio2(篇)CaO(脇)K20(陶Sio2併)AI203(%)MgO(%)Na20(鶉)tota1偶)
               01AyuO194126711α220.832.941.2162.718.71.461.8899.9

               03AyuO31943131132.780.4610.13工8472.67.51.450.8697.7

               04AyuO4183371415.571.000.781.9376.015.30.850.56101.9

               05AyuO5177N.D.1425.990.960.771.9974.715.30.930.54101.3

               06AyuO6119N.D.1386.430.810.381.8674.117.10.580.26101.5

               07ZeeO11782601て04.150.639.132.1371.310.11.970.90100.3

               08ZeeO2140N.D.1397.300.920.632.8471.016.11.650.93101.4

               09PenO1147N.D.1676.520.870.392.8167.520.81.080.75100.8

               10PenO2127N.D.1617.350.930.412.6664.822.40.970.60100.1

               11HirO11913371105.020.728.862.3369.011.32.190.99100.4

               12HirO2157ND.1436.700.940.332.7472.615.41.411.2910t4

               13HirO3148N.D.1396.28α840.552.6374.014.51.410.99101.2

               14HirO4150101148.021.010.572.2868.418.51.201.221012

               15トlirO51691501146.030.971.462.2769.716.71.592.07100.9

               20AmsO1173731415.400.910.833.0174.213.52.010.33100.2

               21AmsO2181ND.1385.230.790.352.1977.014.31.000.42101.3

               一22AmsO3158251435.930.950.802.9371.116.41.330.4399.8
               23AmsO41933591063.790.579.091.9373.28.61.68α9499.7

               24AmsO51713991013.780.5712.112.0765.88.91.870.9596.0

               25AmsO62151301363.900.602.762.1284.39.31.300.93105.2

               26ZaaO11581951224.490.636.562.2972.110.81.800.7599.4

               27ZaaO2142572993.750.4912.951.9264.68.82.120.7895.4

               28ZaaO31823281013.980.5912.132.1169.G9.51.880.72100.0

               29AlkO11663491104.6て0.669.162.3068.611.22.05t2499.9

               30AlkO21421721105.160.749.512.5066.612.72.350.80100.4

               31AikO31792731104.420.688.772.2968.710.62.050.9198.5

               32s'HeO11932601134.01「α637.742.2173.99.71.910.99101.1
               33s幽HeO21602471074.350.6310.042.3066.410.82.080.8097.4

               34DorO11792661093.920.6310.572.1368.29.92コ10.9298.4

               35DorO21662701074.450.688.652.2670.210.82.130.94100.1

               36Do「031713151054.680.709.322.2568.911.12.260.94100.1

               37DorO41461691105.070.719.182.5967.612.32.320.80100.6

               41BevO11633251044.440.6010.802.1968.010.01.971.1499.1

               42LonO可1632591013.780.5710.182.1371.79.52.040.87100.7

               43LonO2238641104.330.676.162.1274.28.50.770.5597.3

               44D匂01162181376.140.820.502.4475.513.61.301.11101.5

               45D匂02138N.D.1297.360.910.612BO70.315.81.601.01100.4

               46D(オ031844081094.300.659.872.2869.710.52.020.92100.3

               47D句04141N.D.1646.430.870.402.7966.020.91.080.9499.4

               48D匂052091071414.030.631.962.2379.910.31.461.02101.5

図3-2,3-3は長石類等の主構成元素であるアルミニ

ウムと長石類等の細別を左右する元素の一・種カリウムと

 の二元分布(K、0/Aしα)を示したものである。図3-2

は黄色系レンガ試料についてプロットしたものである

が,高い正の相関関係を認めることができる。すなわち,

黄色系レンガは互いに構成鉱物が類似していることを意

味し,比較的近接した地域の所産であることを'示唆して

いる。赤色系レンガについてプロットした図3-3におい

ても比較的高い正の相関性を認めることができるが,同

時に幾つかの群に分離できる傾向も看破でき,赤色系レ
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ンガの場合は,複数のグループが混在していることを示

唆している。黄色系レンガと赤色系レンガ相互では,そ

の傾向が大きく異なることも確認できる。

ここでは図示を省略するが,同様に,カルシウム・

062
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ま
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図3-2黄色系レンガのカリウム/アルミニウム分布
DistributionothAl20,K,O(YellowBrickserles)

ナトリウム・マグネシウムについてアルミニウムとの相

関を窺ったところ,黄色系レンガについてはナトリウム・

カルシウムに相関性を認めることができず,赤色系レン

ガについてはナトリウムについて負の相関性が認められ

た。このように,各元素の挙動は,黄色系・赤色系レン

ガ毎に類似した挙動を認めることができる。

これらの結果を踏まえて,レンガ全体の分類の意図

290

2.80

2.70

2.60

(琶
ON匿

㈱

210

200

1go

180

o

◆

Φ

◎

o

◎

■

◎
◎
◎

 ◎
Φ

◎

BOIOO12014016PISO20022.0240

A1203(%》
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した二元分布図を示す。

図3-4に示したのは,アルミニウムに対して相関関

係の認めにくかったナトリウム・カルシウムの二元分布

である。最も特徴的な点は,黄色系レンガにおいてカル

シウムの含有量が6～13%台であるのに対し,赤色系

レンガについては大半が1%未満であることで,これに

よりグラフ上では両者が左右に大きく分かれることに

ある。アジア各地(アユタヤ・平戸・出島)出土の黄

色系レンガAyuO3・Hir11・DejO3も,クラスター分析の

結果同様,オランダ・イギリス出土黄色系レンガと同じ

領域にプロットされた。また,赤色系レンガのうち,ク

ラスター分析で大きく離れて併合されたAmsO3・LonO2・
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Dejo5はカルシウムの含有量が他の赤色系レンガと比較

してやや高いことが判る。他の赤色系レンガを詳細に

みると,タイ・アユタヤの二点AyuO4・AyuO5および膨

湖島の二点PenO1・PenO2は各々近接してプロットされ,

同一地点のレンガ胎土は良く類似していることに加え,

アユタヤ群,膨湖島群,そしてゼーランディア城出士

ZeeO2は互いにやや離れてプロットされ,同時に各地点

間の識別の可能性を示唆している。日本の平戸・出島出

土赤系レンガ試料(Hir・Dej)も比較的近接してプロッ

トされるが,特にHirO2・DejO2・DejO4はクラスター分

析と同様,ZeeO2の近くにプロットされており,これら

の胎土が良く類似していることを示している。

図3-5には,アルミニウムに対して正の相関を持っ

カリウム・マグネシウムの比と,同様に同一地域におい
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ては類似した挙動を示す傾向がある鉄・チタンの比との

二元散布図を示した。

大きく捉えると,K20/MgO比1.6付近を境界に,数

値上位に赤色系レンガ試料,下位に黄色系試料が位置

した。黄色系レンガは,Fe203/TiO2の値も6.0～7.5

程度とまとまりが良く,散布図上でも密集した集団を

形成している。アジア地域出土の黄色系レンガAyuO3・

HirOl・Dejo3も,この中に包摂された。ここでも,

AmsO3とDejo5は共に赤・黄の境界付近にプロットされ

ているが,LonO2が異なる挙動を示していることにも留

意しておくべきであろう。また,平戸・出島出土の赤色

系レンガについては,HirO2・HirO3・DejO1・DejO2が

前例同様にゼーランディア城試料ZeeO2周辺にプロット

されたが,前項ではゼーランディア付近にプロットされ

ていたDejo4が,クラスター分析の結果と同様,膨湖島

試料PenO1・PenO2付近にプロットされた。

図3-6に示した珪素・アルミニウム比(珪ばん比)
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図3-6レンガのジルコニウム/ルビジウム・珪棄/アルミニウム分布
Distributionof(ZnRb)/(Sio.Al203)

と微量元素のジルコニウム・ルビジウム比を指標とした

二元分布図においても,前述各グループは互いに類似し

た位置にプロットされることが判る。ここでの特徴は,

赤色系レンガAmsO3,LonO2,DejO5の三点が,黄色系レ

ンガの領域にプロットされたことであろう。

以上,各元素存在量および存在比による二元分布から見

たレンガ試料の特徴は,以下の様にまとめられよう。

オランダ各地出土試料を主体とする黄色系レンガお

よび赤黄混合レンガ・褐色レンガは,通有の窯業製品

よりカルシウムの存在量が高いのが最も大きな特徴であ

る。一般にカルシウムが豊富な胎土は耐火性が高いこと

が知られており,黄色系レンガにおいても,これが意図

的に選択された所産である可能性も高い。しかし,他の

元素比も常に類似した挙動を示すことから,これらが後

背地質構造の共通する地域の所産である可能性が高いも

のと認めるが比較的類似した挙動を示すことから,併せ

て,近接した地域の所産であろう。

赤色系レンガは,アジア地域内においてもアユタヤ

群・膨湖島群・ゼーランディア城で異なる挙動を示し,

複数の生産地の存在が想起される。いずれも出土地近傍

に生産地を求める平戸・出島出:ヒの赤色系レンガで最も

普遍的なタイプであるHirO2・HirO3・DejO1・DejO2は,

いずれの二元分布図においても台湾・ゼーランディア城

出土ZeeO2と常に類似した挙動を示す。これらは,同一

ないしは非常に近接した生産地の所産であることを示唆

している。

出島出土の赤色系レンガのうち,砂粒の多く含まれ

るDejo4は,クラスター分析および二元分布図のほとん

どで膨湖島群と類似した挙動を示すが,ナトリウム・カ

ルシウム分布ではZeeO2付近にプロットされるなど,完

全に一致する訳ではない。未知の生産地の可能性を含め

て再検討の要があるが,まずは膨湖島周辺の生産地を精

査することから始めるべきであろう。

同様に出島出土のうち砂粒の多く含まれたDejo5に

ついては,特にアムステルダム出土のAms25と類似した

挙動を示し,nンドン出土LonO2もこれに準ずる様相が

看破できる。前二者については同一生産地の可能性を軸

に検討を続けていく必要があろう。問題は,これがアジ

ア地域・ヨーロッパ地域のいずれで生産されたものかで

ある。類例の少なさ故に,現状における生産地の特定は

留保するが,二元散布図の検討より,黄色系レンガにも

近い要素が認められることからオランダで生産された赤

色系レンガの可能性も充分に想起し得る。

3.3.3実体顕微鏡による観察

クラスター分析および二元分布図により類似性の指

摘できた赤色系レンガ試料について,実体顕微鏡画像を

比較を試みる。ゼーランディア城出土ZeeO2(写真3-1;

画面1横幅が約1cmに相当,以下同様),平戸出土HirO2

(写真3-2)・HirO3(写真3-4),出島出土Dejo1(写真

3-5)・Dejo2(写真3-3)の赤色系レンガについては,い

ずれも均一・精緻な胎土に白色微粒が多く含まれ,角の

取れた大砂粒が若干含まれる点で良く類似する。特に,

HirO2・DejO2は,ZeeO2と酷似と表現しても差し支えな

いほどである。

肉眼的に見ても砂粒の多く含まれるDejo4(写真3-6)

は,各種砂粒および大きな赤褐色粒が多量に含まれてお

り,一見して前述試料と異なる様子が窺える。また,ク

ラスター分析等でこれと元素組成が比較的類似していた

膨湖島試料PenO1(写真3-7)・PenO2(写真3-8)は,赤

褐色粒子は含むものの,粘土に層状の構造を見出すこと

ができ,単純にDejo4と同一視することは困難である。
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出島出土DeJO5(写翼3-9)は,胎±に白色粒子の層状

構造が認められ,大粒のスコリア状粒子を含むのが特徴

で,ゼーランティア・膨湖島試料とは大きく異なる一方,

クラスター分析等で常に類似した挙動を示したアムステ

ルタム出土AmsO3(写真3-10)とは良く類似しているこ

とが指摘できる。

また,アムステルタム出土の黄色系レンカAmsO1(写

Pt3-11)との比較を試みると,素地の色調に大きな相違

はあるものの,白色微粒による層状構造が認められる点,

大粒のスコリア状粒子が認められる点なとに共通する様

相も見出すことができる。

紙幅の関係で割愛するが,黄色系レンカに関しては,ほ

ぼ類似した様相が認められた。すなわち,顕微鏡観察に

おいても,クラスター分析および二元分布図での推測を

支持する結果が得られるのである。

34まとめ

今回は試料数も少なく,基礎研究の域を出ないものの,

特にレンカの生産地を推定する上で重要な見通しを得る

ことができた。

まず,黄色系レンカにっいては胎土の元素組成が互い

に良く類似し,かつカルシウムの含有量が非常に多いと

写翼3-1ゼ一ランディア出ニヒ赤色張レンカe(ZeeO2)

写翼3一堤平戸竃出設二赤色系レンガ(H{r◎3)

謙騰
写翼3-7膨湖鵬出士赤色系レンガ〈PenOi>

 写嚢莚3--10アムλテ移タ9ム出二鉦参繁色系レンガ(《難s◎3)

いう特徴を有する,したがって大きな括りでは,主たる

生産地と考えられているオランタないしはその周辺の所

産の可能性が高いことが指摘できよう。したがって,ア

ユタヤ・セーランティア城・平戸・出島のアシア各地か

ら出土した黄色系レンカについても,オランタ東イント

会社の交易によってもたらされたものと理解できる。

平戸・出島の両オランタ商館跡から出土する赤色系

レンカのうち最も普遍的に認められるものについては,

台湾・ゼーランティア城で出土したものと良く類似して

いることが判明した。史料によれば,1637年に「タイ

フ号は,タイオワン商館より平戸ヘサッカム(台南の地

名)産のレンカ五万個を搬入」との記述もあり注L3),現

状においては,台湾から日本に移入されたものとして理

解しておきたい。今後は,この「サソ刀ム産レンカ」の

考古学的特定を行った土で,さらに分析を進める必要が

ある。

また,出島でわずかに認めることができた砂粒を多

く含む赤色系レンカのうち,Dejo4については,台湾・

膨湖島出土試料PenO1・PenO2と比較的類似していた。「サ

ッカム産」を含め,台湾でのレンカ生産が多様に展開し

ていた可能1生も想起される。今後の当該地域の考古学的

な精査に期待したい。

写翼3-2再三芦出設:鋳…色系レンh'(}{irO2>

零翼3-5出轟出土赤題系レンガ①ejOl)

写翼3-8濁}義舞鵬出譲:赤色系レンカe(PenO2)
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出島出土の赤色系レンガ試料48については,オラン

ダ・アムステルダム出土赤色系レンガ試料25と良く類

似していた。現状においては,その生産地を特定するこ

とは困難であるが,分析値の一部に黄色系レンガに類似

する特徴が見出せる点や視覚的な類似性を勘案すると,

これらがオランダ産である可能性も積極的に検討してい

くべきであろう。

瓦については,クラスター分析において,赤色系レ

ンガに混在したものの,試料数の不足もあって明確な傾

向を掴むことができなかった。試料の増加を待って再検

討する他はないが,少なくともレンガ生産とは異なる枠

組みで生産されていたことが指摘できよう。

4.総括

4.1レンガ

レンガについては,平戸・長崎・ゼーランディア,ア

ユタヤで出土した所謂黄色系レンガ注14)にっいて,胎土

分析の結果により,オランダ若しくはオランダ周辺のも

のと考えられる。問題点としては,オランダ国内でのレ

ンガ生産地が確定的には分かっていない点である。ただ

アムステルダム市考古局のガロンスキー氏等の市内出土

レンガを分析した論文tEt5)によれば,ライデンやハウダ,

アイセル等で小さいサイズのレンガが作られたとされて

いる。この論考,「レンガアムステルダムの建築用レ

ンガ」によれば,アムステルダムから出:ヒした年代が判

明するレンガについて,表4-1,表4-2のように長さ,

体積を分析し,建築石材等に合わせ,大・中・小の3

種類の組み合わせがあり,それが12世紀から19世紀に

かけてセットとして小さくなる傾向があったことを明ら

かにしている。アユタヤ出土の黄色系レンガ7点と,1

点だけではあるがゼーランディア城最下層出土の黄色

系レンガの計測値は,15.0～17.Ocmで,アムステルダ

ムの17世紀代の小タイプよりも更に小さめである。帆

船にバラストとして積まれたレンガは硬質で一番小さい

サイズのものが選択されたという傾向がここからは伺え

る。また,平戸と長崎・出島で出土した赤色系レンガで

多数を占めるものは,台湾・ゼーランディア城で出土し

ているレンガと良く類似している。これは台南・サッカ

ム(赤嵌)産レンガが平戸に送られており,これが平戸

や長崎で多く出土している赤色系レンガに相当すると考

えられる。こうした赤色系レンガは長さが21cm以上あ

り,アムステルダムの分類を参照するならば,中クラス

のものに比定されよう。ゼーランディア城等を拠点とし

たVOCは,オランダ式の建物を建てるためにレンガも赤

嵌を始めとした台南の近くで焼いたと推測できる。周知

のように東南アジアには古代よりレンガは存在するが,

台湾にはこの時点からレンガ製造が開始され,それはオ

ランダの指導によるものであったと考えられる。オラン

表4-1アムステルダム出土レンガの体積と年代注15)より

表4-2年代と大・申・小セットのおおきさの平均値注15)よ1

Peri《}de;年代

rXToot;大

Midde1:堺3

コ灘輔ぬ二小

ダから運ばれる数も比較的少なく,硬質で小さい黄色系

レンガは,最初に利用され,それは排水等,基礎を作る

際に地面に近いところに使用したのであろう。平戸では

恐らく台南で製造した少し大きな赤色系レンガで倉庫や

住居の壁を造っていったのであろう。アユタヤでも赤色

系レンガと黄色系レンガが出土しているが,おそらくは

基盤的な部分の一部に黄色系レンガを用い,現地で生産

した可能性もある赤色系レンガで建物の基礎や壁が作ら

れたと考えられる。レンガ生産については,オランダか

ら職人をアジアまで派遣して,現地生産の指導をしたと

想定される。東南アジアではレンガ作りの技術は存在し

たわけであり,大きさや方法の指導ということであ

ったのであろうか。

平戸と長崎・出島では,日本の瓦と同質のレンガが少数

であるが出土している。大きさは黄色系レンガよりもず

んぐりして,明らかに古代からの專とは,大きさも違い,

オランダのレンガの影響により作られたと考える。平戸

にもオランダ人のレンガ職人が来ておりel6>,平戸現地

の職人も多くオランダ商館建設の際に働いており,日本

の職人との技術,知識の交流があり,臼本の職人により

レンガ製造も行われたのであろう。この時点でヨーロッ

パから日本にレンガが伝えられたと言えよう。

4.2瓦

オランダ式桟瓦が,アユタヤのオランダ人居住地から出

士していたことが判明したのは今回の調査の大きな成果

である。残念ながらオランダでのサンプル数も少なく,

胎土分析からはアユタヤで出土したオランダ式桟瓦がオ

ランダ製のものなのか,アジアで作られたものなのかは

明らかに出来なかった。現地生産のオランダ式桟瓦が知

られる注171インドネシアでも17世紀代の遺跡からオラ

ンダ式桟瓦が発掘されていることが判明し,今後更に同

資料の出土を世界各地のVOC関連遺跡で確認していく必

要があるし,胎土分析は今後の課題である。ただ,アム
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ステルダム出土の資料と比べてみると,アユタヤの瓦の

横幅は24.3～24.5cmと殆ど同サイズであり,バンテン

出土瓦の方が0.5c皿程であるが大きい。ただし様々なバ

ラエティーがオランダにもバンテンにもあるはずで,こ

れも今後の調査に期待したい。

台湾では現時点ではオランダ式桟瓦の出土は確認され

ていない。しかし台南近辺の帰仁窯注18)では,レンガや

瓦が焼成されており,赤嵌でもレンガが焼かれていたと

いう記載があることから,今後出土する可能性も否定で

きない。

このような状況で,やはり日本の桟瓦成立に直接オラ

ンダ式桟瓦が何らかの影響を与えたという証明は出来な

かった。しかしタイ・アユタヤのオランダ人居住地やイ

ンドネシア・バンテンで既に17世紀の遺跡からオラン

ダ式桟瓦が出土していることがあきらかになった。イン

ドネシアでは,コドッ(kodok)と呼ばれるオランダ式桟

瓦の存在が知られている。それとの関連性もありバンテ

ン遺跡,テルタヤサ遺跡出土のオランダ式桟瓦の分析は

今後の課題である。

17世紀,東南アジア各地の港市都市では,様々な民

族の出身者が直接交流しており,アユタヤでは日本人町

とオランダ人町は隣である。また,平戸でも様々な職人

がオランダ商館建築工事に携わっていて,そこにオラン

ダ人のレンガ職人も来ていたのである。レンガ職人が瓦

も焼くことは良くあることであり,オランダ式桟瓦の知

識が日本に伝わったのは,蓋然性の高いことに思える。

しかし結論は,今後の更なる調査の進展を待ちたい。

〈注>

1)小林克他:「近世都市の対外交渉」,季刊考古学

第80号,2002

2)永積洋子他:「鎖国」を見直す,(財)国際交流推

進協会,1999

3)小林克他:『掘り出された都市日蘭出土資料の

比較から』,日外アソシエーツ,2002

4)小林克:都市・物質文化比較の視点,史潮,新

第44号,p.68～91,歴史学会,1998

5)深尾精一:「桟瓦考一桟瓦は日本のオリジナルか

一」,『建築知識』,1995

小林克「近世考古学の一展望」,『掘り出された都

市展(図録)』,江戸東京博物館,1996

6)安藤正雄,深尾精一,大野和子日本桟瓦広報

の成立過程におけるオランダ瓦の影響住総研研究年

報,No27,p285～296,住宅総合研究財団,2001

7)東京大学埋蔵文化財調査室:東京大学本郷構内の

遺跡,山上会館・御殿下記念館地点,東京大学埋

蔵文化財調査室発掘調査報告書4,東京大学庶務部

広報室,1990

8)ただし,オランダ各都市の出土資料は,発掘地点

まで詳細に現地確認はしていない。金田委員のネッ

トワークで紹介していただいた各都市の考古学者か

ら発掘調査によるその都市内での出土資料として入

手したものである

9)萩原博文他:史跡平戸和蘭商館跡の発掘調査Pt,

平戸市教育委員会,2005,ここではVOCの1621年

の仕訳帳にはオランダ製レンガ31,000個を返送し

たという記事があり,1637年の仕訳帳にサッカム産

レンガ50,000個を送ったという記事が引用されて

いる。サッカム(赤嵌)は現在の台南の地名。

10)西和夫:長崎出島ルネサンス,復元オランダ商館,
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