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        口絵 1   ２０１５年 クローズアップされた たたら遺跡  

                1.   ヒッタイト以前世界最古級の小鉄塊と鉄滓出土  アナトリア高原の２０１３年発掘調査で 

                2.  たたらの技術が支えた明治日本の産業革命・日本の近代化    

                    日本近代製鉄発祥の地 釜石 大橋・橋野鉄鉱山 世界産業遺産に登録 2015.7.8. 

                3.  ベールを脱ぎつつあるユーラシア大陸の東西を結ぶメタル ロード・鉄の道 

                4.  ユーラシア大陸を東西に結ぶ 古代鉄 Metal Roadで   

                       ●自然通風型のスリランカ古代鉄の製鉄炉 ≪ 風炉 ≫   

                      ●中国成都  漢代の橋脚に使われている巨大インゴット 

       口絵 2   ヒッタイト以前世界最古級の小鉄塊と鉄滓出土   

               アナトリア高原 カマン・カレホユック遺跡の２０１３年発掘調査で    

       口絵 3   たたらの技術が支えた明治日本の産業革命・日本の近代化    

               日本近代製鉄発祥の地 釜石 大橋・橋野鉄鉱山 世界産業遺産に登録 2015.7.8.   . 

       口絵 4  ベールを脱ぎつつあるユーラシア大陸の東西を結ぶメタル ロード・鉄の道 

       口絵 5  ８０００年を超える長きにわたり、平和で豊かな社会を築いた日本の縄文   

              世界が注目する縄文の「他を思いやる 心優しき縄文」 

 

1.  ≪たたら製鉄の謎  たたら製鉄のルーツに迫る≫  2015.1.1.                                  15iron01.pdf 

    【資料】 弥生時代中・後期の壱岐の半島交易拠点集落「カラカミ遺跡」資料まとめ  

    「南北市糴」朝鮮半島との交易で栄えた壱岐で 弥生時代中・後期の製鉄炉が初めて出土  

2. ≪節分の鬼 2015≫  生駒山暗峠周辺の髪切・鬼取の郷に鬼伝承を訪ねる   2015.1.25.    .         15iron02.pdf 

3. ≪節分の鬼 2015≫  壱岐 鬼伝承・鬼凧の伝承 「百合若大臣の鬼退治 & 鬼凧」                    15iron03.pdf 

4.  第 18回アジア歴史講演会「鉄の起源の探究」成果報告聴講まとめ                                 15iron04.pdf 

     愛媛大 東アジア古代鉄文化研究センター  2015.2.14 

   青銅器時代の西アジア 鉄の起源と展開「金属器時代の黎明 -価値と技術- 」  

5. お勧めの博物館「竹中大工道具博物館」新神戸駅横    2015.2.13.                                 15iron05.pdf 

   大工道具の歴史を実物展示する大工道具博物館  素晴らしい和風展示館がオープン  

6. 「鉄」と「銅製錬」&「鋳銑鉄くず」の出会いから 鉄の起源・たたら製鉄の始まりを考える             15iron06.pdf 

    3月大阪九州大学宮本一夫氏「壱岐カラカミ遺跡から出土した製鉄炉」についての講演 

    魏志倭人伝の時代の他に類例のない特徴を持つ壱岐カラカミ遺跡出土の地上炉は  

   「くず銑鉄を第三の製鉄原料として鉄素材を作った製鉄炉?」たたら製鉄の起源にせまるのか  

        1. 鉄の起源を探る 西アジアで出土した世界最古の小鉄塊は銅鉱石の製錬過程の副産物か? 

        2. 魏志倭人伝の時代 1～3世紀 壱岐からかみ遺跡と出土した地上炉まとめ 

        3. 銅と鉄の出会いとその面白い性質が人工鉄の起源を育んだのか? 

        4. 鉄と銅製錬の出会いから 鉄の起源・たたら製鉄の始まりを考える 



 

7.≪現代の鉄 鉄の話題≫                                                                      15iron07.pdf 

   鋼管・鋼矢板の無騒音・無振動杭打ち工法の新たな進展・展開にびっくり  2015.3.27. 

   TV番組「夢の扉＋」3月 22日 杭打ち革命 「巨大津波でも、“絶対に壊れない”堤防を作れ！」 

8.雨に先駆けて山麓の湿地に ひっそり咲くビンクの花 クリンソウ                                  15iron08.pdf 

     千種 天児屋たたら跡に咲くクリンソウを訪ねる  2015.5.20.  

9. ≪こんなところにも「鉄」が ≫ 丹波篠山市立杭 兵庫陶芸美術館 「青磁の今」展  2015.5.19.   15iron09.pdf 

   「青磁と鉄」透明な青色の「青磁」も鉄の技  Iron Road の仲間入りに びっくりです   

    こんなにさわやかに澄んだ「青」がある  梅雨の前の蒸し暑いひと時 心地よい   

10. 大和の進出による新旧勢力交代による 国づくりの始まりを示すのか  ???                          15iron10.pdf 

    「伊弉諾神宮 国生み神話の島」淡路島で 大量の埋納銅鐸出土 2015.5.20.   

     国譲り神話の出雲の大量の埋納銅鐸出土（加茂岩倉・荒神谷遺跡）とそっくり  

    ◆ 関連参考   たたら製鉄関連遺跡を生かした地方創生の成功例 淡路島 五斗長垣内遺跡 

                                         神戸新聞 2015.5.6. 朝刊社説より 転載  

 11.「伊弉諾神宮 国生み神話の島」淡路島で大量の埋納銅鐸出土【2】  2015.7.1.                     15iron11.pdf 

    南淡路でみつかった埋納銅鐸 松帆銅鐸 （弥生時代前期末～中期前半） 

    南淡路 松帆埋納銅鐸 その後の地元紙 神戸新聞報道から 見える弥生時代の淡路島   

    地元紙 神戸新聞に報道されてきた記事転記  . 

      1. ６月１９日 神戸新聞 １８面 南淡路の松帆銅鐸 森岡秀人 芦屋市教委学芸員に聞く 

      2. ６月２７日 神戸新聞 1面 CTで判明した新事実 「銅鐸すべてに『舌』全国初  使用時のまま埋納か」 

      3. ６月２７日 神戸新聞 31面 松帆銅鐸 全てに「舌」 弥生人祭器鳴らし豊作祈願?  「聞く銅鐸」浮かぶ実像 

12.西南諸島 喜界島 崩リ（くずり）製鉄遺跡 ＆ 城久（ぐすく）遺跡群  2015.8.5.             15iron12.pdf 

    日経電子版  「南島史が塗り替わる 12世紀製鉄炉跡の衝撃」の記事 より        

    喜界島は 重要な交易品として鉄素材を琉球に供給していた鉄の生産加工基地か?     

    ◆ 日経電子版  「南島史が塗り替わる 12世紀製鉄炉跡の衝撃」の記事  

       2015/7/30 6:00 ライフ>アート&レビュー・歴史 http://mx.nikkei.com/?4_120617_107844_15 

13.日本誕生にかかわる古墳前期 4世紀の祭祀区画と居住区画を持つ大集落が大和葛城で出土             15iron13.pdf 

     大和葛城 御所市 秋津・中西遺跡の発掘調査現場を訪ねる    2015.8.23. 

14. ≪Iron Road ・和鉄の道で≫.風の森峠から南郷へ 金剛山東山麓 葛城の道 walk.   2015.8.23.     15iron14.pdf 

     古代葛城氏の生産工房が眠る美しい棚田が広がる田園 さわやかな夏の風を感じたくて  

15. ≪Iron Road ・和鉄の道で≫京都北山の最北部 三国峠周辺山里の秋を巡る. 2015.9.20.             15iron15.pdf 

      旧鯖街道 根来・針畑越 & 芦生・美山への入口 朽木「生杉 」から 美山茅葺集落へ  

16.  ≪2015再整理改訂版≫   

     日本人のふるさと「縄文」 縄文の心を映すストーンサークルを訪ねる. 2015.10.10..               15iron16.pdf 

    １万年も続いた世界にも類例のない永続社会日本の縄文  

    平和な永続社会 その原点には何があるのか…  どのように映るでしょうか・・・・  

17.鉄の風景 ・ 鉄のモニュメント  京都 史跡 琵琶湖疎水 蹴上      2015.11.7.                     15iron17.pdf 

   「日本最初の発電所 蹴上発電所 水圧鉄管」と「インクライン」  

18.愛媛大東アジア古代鉄文化研究センター国際学術シンポジウム  

     聴講記録 「古代世界の鉄生産 中近東から東アジアまで」 2015.11.7.                          15iron18.pdf 
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