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はじめに

身近にある木炭について,その木炭の発見された古代から現在までに至る歴史的な事項や鉄器の導入に関する
事項など,その時代の文化や背景を簡単にまとめたものです。また過去の公害に関する環境問題や最新の炭素の利
用方法などをまとめました。特にこの文章は小中学生の炭焼き体験学習や総合学習での授業を主に書いたもので
一般の論文より簡易に解りやすく書いてあるので,ご了承願いたい。

木炭の
木炭の発見
人類が木炭と出合ったのは遠い昔の 70 万年前 のことです。それは人間が火を手に入れた時か
らのことです。この時代で火災が起こる原因は木と木がこすり合わされた時の摩擦熱や，落雷や
火山の噴火や溶岩流による森林火災でした。そして火災が自然に消えた時に残った炭が消し炭で
す。この炭が，最初に出来た木炭です。その後，人類は日常の生活に必要とした炭を作るように
なってゆきます。それは遠い祖先の人たちの生活の場は,ほとんどが洞窟(どうくつ)や崖の軒下な
どで,暮らしていました。その洞窟(どうくつ)内や崖の軒下で火を燃すことによって，洞窟(どう
くつ)内や崖の軒下は煙がたち込め充満し大変なことになりました。煙い，息苦しいということで，
何とか煙の無い生活を手に入れようとして最初は外で木を燃やしてから消し炭を作りそれを集め
て，洞窟(どうくつ)内に持ち込み，暖房の利用や，料理などに使ったと考えられます。この時代
の日本列島で人が生活し始めたのは氷河期時代(50 万年前)の頃でした。そのときの日本とアジア
大陸は，まだ海峡は大陸とつながっていて大陸より獲物を追って移動して入ってきたと考えられ
た。しかし当時の人口は極端に少なく石器時代後期に入り,やっと 4600 箇所の遺跡が確認された。
そして当時の人口は 15000～25000 人程度と推定されている。この石器時代に木炭を上手に焼き上
げた人たちも出てきた。30 万年前の日本の石器時代にも人類が作った消し炭でない木炭の痕跡(こ
んせき)が洞窟(どうくつ)より発見されている。愛媛県喜多郡肱川町鹿ノ川遺跡 の石灰岩の中の
洞窟内で発見されたものが日本最古の木炭ということである。

1.

1)

1)

日本人の
日本人の成り立ち
日本人が成り立ったのは大陸からマンモスを追う狩人として古モンゴロイド人が日本における
旧石器文化を作り,縄文人となった人々であったと考えられている。また古モンゴロイドの一部は
シベリアで寒冷地に適応した人達であり中国を中心に広まった。特に私たち日本人の遺伝子は縄
文人と弥生人などの混血により出来上がった。そして縄文人の遺伝子は沖縄人やアイヌ人達に受
け継がれ，また縄文人と弥生人と渡来人が混血をして本土日本人の祖先ができたと言はれている。
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れている。実際に 4.3 万年～3.3 万年前に長野県の北東部の野尻湖からは人間が狩猟したナウマ
ンゾウの化石が出土しているので日本にも大分人が住んでいたことがわかっている。そして縄文
式土器は簡単な低温の焚(た)き火で焼かれていた。縄目の文様に特徴があり簡単にできるので普
及した。その土器の出現により,今までとは違い煮炊きができるようになり料理の種類も豊富にな
っていったと考えられる。

最初の
最初の生活
1 万 3 千年ほど前に氷河期も終わりに近付き氷が溶け出した為に日本列島(写真 1)は大陸と離れ，
気候風土も現在と同じようになり始めた，この気候が１万年ほど続いた。人々は陸上では動物を
狩り，山野の植物や木の実を採り川や沼や海では魚や貝を捕って生活をしてきた。私の生まれた
群馬県新田郡笠懸町では旧石器時代には人類は，いなかったと思われていましたが故相沢先生の
努力により鹿ノ川の丘の麓の崖の中から石器が発見され，これにより旧石器時代への遺跡の発掘
が進みました。そして岩宿遺跡の発見の功績により日本の教科書に載りました。この時代が石器
時代から縄文時代への入り口となりました。縄文時代は土器の表面に縄文の文様があったので，
これから縄文式土器と言い，縄文時代を表す指標となった。そして縄文式土器は生活の特徴を示
すようになり，日本各地から縄文土器の出土により日本列島が一つの文化圏でであったことが解
った。縄文時代の終わりに水稲耕作が始まり豆類や栗，クルミ(胡桃)などの管理栽培が行われた
遺構も多く見つかった。その稲の原産地はインドのアッサムから中国の雲南地方と考えられてい
る。この時代に稲を持ち込んだのは中国や朝鮮から渡来した人たちと考えられ,その後,縄文人と
の混血を重ね現代の日本人が誕生した。
3.

土器と
土器と鉄器や
鉄器や銅器の
銅器の発達
次の時代の弥生時代になり弥生式土器を
作るのには縄文土器とは違い,より高温で焼
くことにより硬い土器を作り出した。木炭の
高熱を利用して弥生式土器を焼いたと考え
られる。このことから弥生人は春秋戦国時代
の約 500 年前に(現在では紀元前三百年前と
言われている)。中国大陸の南から島伝いに,
朝鮮半島を通って渡来した人たちですので，
当然木炭の作り方を持ってきたと考えられ
る。中国では紀元前５世紀ころ，日本の縄文
時代に大量の木炭が焼かれていたことが古
墳の発掘により解明されている。そして弥生
時代前期は，今までより多くの木炭を必要と
されることになった。まず冬の暖を取る為で
した，木炭は木と違い腐ることは無いのと発
写真 1 2 万年前の
万年前の海岸線(出典:日本史
日本史総覧) 熱量も多く(7Kcal/g)便利であったので，人々
は狩猟や農業の合間に炭焼きを行い,その木炭を蓄えていったと考えられる。その後の時代になる
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と木炭は暖房に使うことや煮炊きの料理以外にも利用される事になった。古代エジプトで銅器や
鉄器の製造が始まり,その後ヨーロッパやシルクロードを通じて世界中に広まって行った。鉄器の
製造には製鉄技術も必要でありこのための製炭技術も向上していくことになる。最初の特に弥生
時代後期になると鉄器の道具の時代となった。この時代の出土品には，すき(鋤)，くわ(鍬)，お
の(斧)，のみ(鑿)，ちょうな(手斧)などの鉄器や木部が発見されている。このころの西日本の山
野の木の種類は，ほとんどが松を除く照葉樹林帯(カシ，シイ，ツバキ等)であった。この時代は
焼畑農業が取り入れられて山野は切り開かれて焼かれて灰を作り畑に変えられてゆきました。木
灰は畑の肥料となった。そして畑の栄養素が無くなると別な場所に移動して行きました。残され
た大地には，赤松が入り込んで赤松の林になった。現在赤松の入り込んでいる地域は焼き畑農業
やたたら(踏鞴)製鉄が行われた地域と合っている。この関東の北部から房総半島にかけての地域
は元々シラカシの大森林地帯であった。その後,赤松に代わっていった。関東以西の照葉樹林もカ
シ(樫)，シイ(椎)，ナラ(楢)などで構成されていた。

鉄器の
鉄器の道具
最初の鉄は朝鮮半島より輸入されたのちに鉄製の刃先を持つ木製農具が作られるようになった。
水田や畑を耕すためと，秋になると稲の刈り取りに，鉄のスキ(鋤)，クワ(鍬)，カマ(鎌)が使わ
れるようになり，この鉄を作るために木炭が必要になった。しかし鉄の精錬をするには木炭も良
質なものが必要とされた。自然の鉱物としての鉄や銅は錆びた状態(酸化物)がほとんどで，主に
酸化鉄や酸化銅の鉱石として産出される。この錆びというのは，鉄や銅の酸化した塊ですので，
酸化した銅や鉄から酸素を取り出せば銅や鉄になるわけです。そして木炭は炭素の塊なので，酸
化銅や酸化鉄を砕いてから木炭と一緒に混ぜてから火をつけて，空気を送り込むことにより，木
炭は高温で燃え，かつ炭素の役割は酸化銅や酸化鉄から酸素を奪うので純粋な銅や鉄になり,炭素
は酸素と化合して二酸化炭素となり大気に出て行く。鉄や銅は高温のために溶けて湯溜まりを作
り使えるようになる。炭素が酸化金属の中の酸素を取る働きを還元作用という。当時は 10 ㎏程の
鉄作りでも木炭と砂鉄を交互に入れて下から，ふいご(鞴)で空気を送りこんで，1 日以上程度か
かったと考えられる。現代のように電気が無かったので当時,鉄や銅を作る仕事は大変な重労働だ
ったと考えられる。現在でも当時からの鉄作りとして島根県で,たたら(踏鞴)製鉄が行われ刀鍛冶
に鉄を供給している。踏鞴とは足踏みの送風機のことである。
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伏せ焼きの始
きの始まり
最初のころの炭は伏せ焼き(写真 2)という方法により炭焼きを行っていたが，あまり保温性能
が劣るために良質な木炭は出来なかった。これを和炭と言います。伏せ焼きは，ゆるい斜面に幅
２ｍ奥行き 3m くらいの穴を掘り，地面を平らにし，乾いた雑草や松葉を 20cm ほど敷く。その上
に直径 10cm ほどの丸木を敷き，その上に木を 60cm ほど積み上げ，周りに乾いた雑草を 50cm ほど
置いて踏み固める。山側に竹の煙突を置いて回りを粘土で包み,それから上部にも 50cm ほど乾い
た枯草を載せて踏み固め，その上に粘土を 10cm 以上厚く盛る。出来れば粘土の上にトタン板など
を置いてから土を載せると保温効果が上がり,良好な木炭が出来る。そして入り口は石を積み上げ
て燃し口(たき口)を作ります。この大きさは 30cm 角程度です。そして全体に土をかけて踏み固め
て出来上がる。燃し口に木を入れて，10～16 時間ほど火入れをすると内部の炭材に着火する。
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写真 2 伏せ焼き窯

写真 3 炭焼き
炭焼き窯(石窯)

その後,煙が綺麗な薄い青紫になったら，入り口と出口を塞ぎ，1～2 日ほど置いて自然に温度を
下げると木炭が出来上がる。この伏せ焼きを改良して良好な木炭を作るために炭焼きの方々が研
究して現在の石の炭焼き窯(写真 2)の基礎を作ったと考えられる。

仏教の
仏教の伝来と
伝来と木炭
そして時代は邪馬台国の出現や大和朝廷の統一などにより多くの鉄器が必要となり，製鉄が多
く行なわれる時期となった。また日本書紀には戦争に木炭を使ったとの事が書かれている。これ
は堀を作りその中に木炭を大量に入れて炭に火を付けて火の壁を作り，相手方を通さなかった事
が書かれている。また鉄器は刀や槍の先などに使われ，各部族の中から力の強い者が現れ各部族
をまとめあげて日本の基礎を作った。そして時代は奈良時代に入り中国から仏教の伝来により，
仏像を作るために大量の木炭が必要となった。薪を山(100ha)から大量に切った為にいくつかの山
(京都周辺の山)は禿山になったという説がある。しかし木は根を取らなければ日本では再生する
ので，数十年後には元通りの山に戻る。当時の大仏(写真 4)の建立には銅( 739560 斤･443736kg)
と錫(10261 斤･6157.6kg)と使用木炭は(16656 石･3004.5 ㎥)であ
った。そして日本で最初の公害事件は，この仏像を作るときに表
面に金(10446 両･391.7kg)の鍍金(メッキ)を付けた事が原因であ
った。金を表面に付けるには水銀(58620 両･2198.2kg)に金を溶か
して銅の仏像の上に塗り，その表面を木炭の熱により乾かすと，
水銀は蒸発し，金が銅の上に付着することにより銅の表面が金に
よって鍍金される。この鍍金をするときに大量の水銀の蒸気が出
て,これを吸った方は病気となり沢山の方が亡くなったと，当時
の記録に書かれている。また木炭作りの伝承は弘法大師により,
日本もたらされたと書いてある本も有るが，実際は渡来人が元々
から使っていたが，この時代の背景を考えると説明を簡単にした
写真 4 東大寺の
かったので弘法大使説を使ったと考えられる。この鍍金(メッキ)
東大寺の大仏
用の高温木炭(白炭)を作る最新技術も中国より入ってきた。
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次の時代へ
時代へ

8.

平安時代以降は税金の換わりに木炭で年貢を納める納炭もあり日本各地から木炭は中央へ集め
られた。この時代には多くの貴族の邸宅が建てられ暖房用や炊事用に大量の木炭が必要とされた。
それと共に家を建てるときに使うくぎ(釘)，ちょうな，かんな(鉋)，金づちなども鉄から出来て
いる。この時代の家は隙間(すきま)が多く，木炭で暖を取るのも大変で，その為に厚く重ね着を
した十二単衣(じゅうにひとえ・写真 5)が出来あがった。農業における道具も木材から鉄器にな
り生産性の向上にはスキ(鋤)，クワ(鍬)，ナタ
(鉈)などの鉄器製品が作られて米の生産量も
あがってきた。地方にも多くの鍛冶屋ができた
のも農業用の道具を作る為であった。同じよう
に鉄は刀や槍(ヤリ)の先などになり，時代が進
むにつれ，地方の豪族は強大な力をつけるため
に刀や槍が大量に必要になり,そして強大な軍
隊を持つ為に，より多くの鉄の生産が必要とな
写真 5 十二単衣
った。その結果,鉄の溶融熱源と還元剤として
十二単衣 (出典:日本史
日本史総覧)
の大量の木炭が必要であった。その後,西洋から種子島に 2 丁の鉄砲が伝わり,それを見本に各地
の大名は競って鉄砲鍛冶を集めて大量生産を行うために多くの木炭が必要とされた。豊臣秀吉の
時代なると千利休らによる茶の湯の行事が始まり茶の湯を沸かすための木炭の生産が始まった。
これに使われる木炭は断面の文様が菊のような広がりの割れ目が綺麗に出る菊炭(写真 6)が作ら
れた。

写真 6 菊炭

写真 7 タケ炭
タケ炭と備長炭

江戸時代の
江戸時代の炭焼き
炭焼き職人の
職人の地位
そして戦国時代を過ぎ日本も統一され，江戸時代となった。この当時の木炭は大部分が暖房用
として使われるようになった。江戸時代の炭焼き職人の地位は士農工商より,どちらかと言うと最
下層であった。しかし関西では元禄時代に備中屋長左衛門がウマメガシ(馬目樫)を使った白炭窯
を完成させ現在も,その名前が備長炭(写真 7)と言う名称で残っている。この白炭窯は 1000℃以上
の高温度を作り出すことにより，硬質の炭が完成した。この備長炭により，今までより火持ちの
良い炭が完成した。この木炭は黒炭に比べ高温で,かつ火持ちも良く遠赤外線も多く出るのが特徴
であった。この時代の白炭作りの名人は 2m ほどの備長炭を作り，両端におけ(桶)をつる(吊)して
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も備長炭が折れなかったと言う話もあった。また備長炭の灰は重いので団扇で扇いでも飛び散ら
ないので,焼き鳥や，うなぎの蒲焼などの高級料理に使われている。ほとんどの時代各地の木炭を
製造する人たちから税金として木炭を納めさせていた。同じように鉄は刀や槍になり，各大名は
強大な軍隊を持つ為に，より多くの木炭が必要となった。

木炭の
木炭の用途
しかし江戸時代になり国も落ち着いてきたが，人々の生活には多くの木炭が必要になった。炊
事用，暖房用，水のろ過用，農業用としては養蚕，製茶，寒天製造，しいたけの乾燥の燃料，そ
の他苗床の保湿，下痢止め剤や化粧品や絵画などの乾燥に木炭の熱が利用されている。また鉄砲
や大砲の火薬として黒色火薬の原料として炭が使われました。火菜の炭はキリ(桐)，ヤナギ(柳)，
ハンの木，梅モドキ，ヤマナラシの若木が用いられました。現在でも鉄鋼などの表面の研磨用と
しては，キリ，ツバキ，エゴノキ，ツツジ科の木などの炭が使われます。また紙ヤスリに使われ
ている研磨用の細かい黒い粒もカーボランダムといって炭素の加工品の一種である。江戸時代も
終わり，明治になると，工業力の増大の為に多くのエネルギーが必要になり，蒸気機関や鉄や銅
の精錬の為に炭の代わりに石炭が使われるようになってから，木炭はだんだんと使われなくなっ
てきた。また新潟県など石油が出る地域の油田の開発も進められ,より簡単なエネルギーへの転換
が行われていったことも木炭の利用が少なくなった原因の一つである。
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近代化について
近代化について

11.

江戸時代も終わり，明治に入
り，日本は外国から当時の最新
技術を莫大なお金を支払って導
入した。このお金により日本は
外国から侵略されず,そして植
民地とならず，そして攻められ
なかったのであった。その導入
された新しい技術力を向上させ， 写真 9 反射炉
写真 8 輸入された
日本人の知恵と努力という形によ
輸入された蒸気機関車
された蒸気機関車
って国力を増強
させ外国と太刀
打ち出来るよう
になった。その応
用品目は鉄道(写
真 8)，蒸気機関，
製鉄(写真 9),水
力，土木，建築，
写真 10 官営富岡製糸場
製糸(写真 10),電 写真 11 長崎造船所
気，電話，化学,造船(写真 11)，兵器など総てに,わたっている。

日本の
日本の近代化と
近代化と公害
日本は石炭産業を進め，この石炭のエネルギーにより産業を発展させた。しかし，この結果に
おいて日本各地の銅などの鉱山で石炭が使われるようになり,その中の１つとして足尾の銅の精
錬も炭から石炭に変わったために，石炭に含まれる硫黄が燃えることにより亜硫酸ガスが発生し
て，この亜硫酸ガスと雨水や霧の水が反応し希硫酸に変わり周辺の山々の木々を枯らしてしまっ
た。木々が枯れ裸になった山野の土壌は雨水を蓄
えることが出来なくなり表土を流し，荒涼たる山
に変えてしまった(写真 11)。そして，この周辺の
人たちは亜硫酸ガスによる呼吸器系の病気の為
に沢山の方々が亡くなっている。足尾の山地では
一山の森林が全滅したところもあった。この足尾
には国や民間団体が土を運びあげて，元に返す努
力をしているが，現在は中国の産業の発達にとも
写真 11 足尾銅山公害の
ない石炭の使用量が増加し発生した亜硫酸ガスが
足尾銅山公害の絵図
偏西風により日本に飛来して，その結果，雲の中の水と出会い酸性雨や霧となり日本に降り注い
でいる。その酸性雨が葉や幹の表面で濃縮され，次の雨で根元に洗い落とされ，この酸により土
の中のアルミニウムが溶け出て木の栄養である燐の吸収を阻害する為に栄養失調になり,その結
果,松脂を出せなくなり虫に幹を食い荒らされ木々が枯れはじめているところや栄養失調で枯れ
る松の木が多い。日本炭焼きの会・会長の故岸本定吉先生(享年 95 歳)が足尾を木炭で中性化をし
てみなさいという指示を関係団体の炭焼きの人たちに話され，各団体や日本炭焼きの会，海外炭
焼き協力会，炭焼き関係者や教え子たちがボランティアとして集まり足尾の安蘇沢上流の松の木
の根元に炭を撒き土壌中性化を行ってきた(写真 12)。その結果,現在も良好な結果が続いている。
2003 年度からは植林事業も合わせて行ってきた。そして今までに足尾の山には木炭を 10 トン以
上運び上げて木の根元に撒いた。現在でも炭を撒いた地域の木々は元気に育っている。渡良瀬川
の下流地域では足尾の山から出た重金属が川に
流れ込み，その結果流域の小河川まで入り込み，
その銅イオンが米の生育阻害の元凶となってい
る。一部地域は客土を行ったが，まだ完全には取
り除けていないのが現状である(重金属は銅・ヒ
素・カドミウムなどの金属をいう)。この重金属
を吸着させるために高温度で焼かれた竹炭によ
る実験も開始されている。この炭撒きをした地域
では雑草の生育もよく,鹿も多く見られ,また松
の木の生育が良いために松の実が多く実るため
写真 12 足尾町阿蘇沢上流の
に野猿も多く見られる。現在ボランティア団体は
足尾町阿蘇沢上流の炭撒き
炭撒き
解散しているがこの炭撒き行事は一部の方々が現在でも行っている。
12.

現代の
現代の炭の利用
木炭は炭素から出来ている。その炭素を身近に利用しているのは乾電池の中芯の電極材である。

13.

次によく見るのは家庭の中の掃除機,ミシン、ドリルなどの電動工具で回転数が高いモーターの電
機子に接触しながら電気を送る部分のブラシに炭素電極(写真 13)が使われている。このモーター
を整流子電動機と呼び交直両用で使える。また製鉄では電気炉に炭素電極が使われている。これ
は炭素の溶融温度は 3800℃以上で沸点は 4200℃以上の温度であるためである。現在使われている
鉄には炭素が入っていて炭素量に応じて硬さが変化する。白炭の木炭(タケ炭)の抵抗を利用した
ものにエジソン電球がある。これはモウソウチクの繊維を炭化させフィラメントを作りガラス球
の中に入れて内部を真空にした電球である。現在の電球
のフィラメントにはタングステンが使われている。小さ
くした使い方では電極材として炭素のナノチューブを作
り燃料電池の膜に利用している。現在のコンピューター
の CPU(中央演算装置)にはシリコントランジスターが使
われているがシリコンの耐熱温度は 150℃なので高温度
で使えるトランジスターの開発が行われ実験室レベルで
はダイアモンドトランジスターが開発され実用化も近づ
いてきた。ダイアモンドは地球の中写で二酸化炭素が高
写真 13 カーボンブラシ(富士製作所) 温高圧の状態で炭素と酸素に分離し,その炭素が結晶し、
マグマと共に地表付近に押し出されたものであるいわれている。ダイアモンドは 900℃あたりで
燃えて二酸化炭素となる。宝石として使えるのは数パーセントであり殆どが工業用ダイアモンド
として使われている。木炭は臭いや科学物質を吸着するので冷蔵庫や下足入れの脱臭剤として使
われる。木炭の表面積 3 倍以上に拡大した高機能化の活性炭は水道水を浄化のときに使われる。
活性炭は高温度で水蒸気賦活や塩化亜鉛で賦活した木炭で 800～1200m /g の表面積になっている。
化石燃料を使っている施設での硫黄酸化物の回収にも活性炭は利用されている。化学薬品の製造
でフィルターとして多く使われる。身近なものとして釣竿やゴルフのシャフト、飛行機の羽根や
胴体などにも炭素繊維が使われている。日本の HⅡロケットにも胴体部分が炭素繊維でできてい
る。炭素繊維を紐状にして汚れた湖沼入れて水の浄化にも多く使われ始めた。
2

まとめ
明治に入り近代化の速度は大きなエネルギーを使うようになり木炭の代わりに石炭が使われる
ようになってから，木炭の使用料は少なくなってきた。昭和３２年以前の木炭の生産量は 200 万
トンであり,昭和 54 年には 3 万 5 千トンと少なくなっている。このごろは国産の木炭が，少しず
つ見直されているが，輸入業者が安い外国産の炭を入れているために，国産の木炭があまり使わ
れないのは残念である。できれば間伐材の木炭を多く作り，日本の酸性土壌の中性化に利用して
もらいたいと思う。時代と共に電気や機械の発達により，水力，火力，原子力発電というように
電力需要も大きく変化し，そのためにエネルギーとして木炭の使用量は少なくなってきた。しか
し,木炭が色々な場所に応用できることが解ってきたので少し見直されているが，いいかげんな炭
ブームに成らないことを願っている。特に環境対策として木炭を中和剤として土に埋めることは
CO ( 二酸化炭素 ) の固定になり 1Kg の木炭は次の計算により C=12,O=16,O =2 × O=32 より
CO =12+32=44 から 44÷12=3.66Kg の二酸化炭素の削減となる。ですから足尾に撒いた 10t の炭は
36.6t の二酸化炭素の削減となります。
もし皆さんが 1 年で 5Kg の炭を中和剤として撒くことで，
14.
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約 18Kg の二酸化炭素の削減となり地球環境に貢献できます。また炭の歴史と炭のことについても
っと知りたい方は参考文献や各出版社から木炭のことを書いた本が沢山ありますので購読して
色々な知識を吸収して社会に役立ってほしいと思います。そうすると,世界を見る目が広がると思
います。
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