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保存科学研究集会

金属製遺物の調査・研究に関する最近の動向



はじめに 

 

 

 奈良文化財研究所では、文化財の保存に携わる全国の文化財担当者を対象に、保存科学

に関する様々な問題について情報共有と意見交換をする場として、毎年、保存科学研究集会

を開催しております。平成 29 年度は金属製遺物に関する近年の研究について取り上げ、「金

属製遺物の調査・研究に関する最近の動向」をテーマに開催いたしました。 

金属製遺物には古代から現代に至る産業技術史の一端を明らかにすることができる重要

な情報が含まれています。しかしながら、その一方で、熱力学的に不安定な材料で構成され

ていることから、非常に劣化しやすいという側面もあります。発掘された金属製遺物に対し

ては、状況に応じた適切な手法を選択して金属製遺物の持つ情報を引き出すとともに、発掘

後の劣化が進行しないようにするために、その腐食メカニズムを理解し、適切な対処法を取

るという二つの視点が必要です。近年、分析技術の向上、研究データの蓄積にともない、金

属製遺物に対する自然科学的な研究が進展する中で、多様化する分析技術の原理を理解し、

調査の目的に応じた適切な手法を選択することが重要となってきました。また、金属製遺物

の保存の観点では、国際的に見ても従来の保存処理に重きを置く考え方だけではなく、保管

環境の制御などによる予防的な保存の必要性が示されているとともに、金属製遺物を埋蔵

環境下で保存するという「現地保存」に関する新たな研究の展開がおこなわれています。本

研究集会では、金属製遺物の調査・研究に関するこれらの問題について、5件の研究報告が

あり、総合討議でも活発な議論が交わされました。 

 本号の埋蔵文化財ニュースでは、金属製遺物の調査研究および保存に関する近年の知見

について共通理解を深めることを目的として、保存科学研究集会で報告されました５件の

研究報告について、概要をまとめることといたします。 

 

表紙：出土鉄製遺物に形成された赤金鉱の電子顕微鏡写真（倍率：5000 倍） 
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１：はじめに               

中国・河南省安陽市にある、「殷墟（いんき

ょ）」は、紀元前14世紀頃から約500年間栄

えた殷（商）王朝後期の都である。1928年に

設立された中央研究院は、1937年まで殷墟に

おいて計15期にわたる発掘調査をおこない、

今日、世界遺産に登録されている宮殿区と王

陵区を中心とした地区から漢字の起源として

知られる甲骨文字や、王族や貴族の墓に副葬

されていた大量の青銅器を発掘した。現在、

これら2万点を超える青銅器及び青銅片を含

む遺物のほとんどは、台北市の中央研究院歴

史語言研究所に収蔵され、継続した研究が進

められている。 

青銅とは銅と錫からなる人類が初めて作り

だした合金で、現代でも工業製品、美術品な

どに広く利用されている。高温で融かした金

属（「湯」）を鋳型に流し込んでおこなう加工

法が鋳造である。内側の立体（なかご）を外

側の鋳型（そとがた）ではさんで、両者の隙

間に「湯」を流し鋳造を行えば立体的な造形

ができる。殷墟では、武具や車馬具なども数

多く作られているが、もっとも大きな特徴は、

複数部位からなる鋳型を組み合わせ、かつ、

表面に精緻な文様（饕餮文）を施した大小様々

な形状の容器や礼器の存在である。 

殷墟は中国ばかりでなく東アジアの政治的、

文化的な中心の一つであった。したがって、

当時、最高の鋳造技術で製作された青銅器の

資料価値は高く、殷墟の鋳造技術を理解する

ことは、商代はもとより、その後東アジア各

地で発展した青銅器鋳造技術を解明する上で、

重要な情報を提供するものと期待できる。筆

者らは電子顕微鏡技術を利用し、これら中央

研究院所蔵青銅器の金相化学分析を行ってい

る。本報告では、青銅器の断面観察と金相の

酸素の分析からわかる青銅器保存状態の評価

法と、化学分析の結果から推察される殷墟青

銅器の鋳造技術についての知見を紹介する。 

 

２：殷墟青銅器の分析試料         

鋳造の後、3000有余年地中に埋蔵されてい

る間、青銅器の金属組織と化学組成は少なか

らず変化していることは容易に想像できる。

一般的に青銅器の表面は、緑青（ろくしょう）

と呼ばれる酸化した皮膜に覆われている。多

くは銅の炭酸塩鉱物（孔雀石、藍銅鉱）であ

るが、銅、錫、鉛の酸化物で覆われているこ

とも稀ではない。したがって、青銅器が製作

された当時の金属組織や金相の化学分析を理

解するには、青銅切断面の観察と腐食（ある

いは酸化）の評価が必要である。従来、金相

の観察には、酸やアルカリ溶液を用いて金属

表面をエッチングしてから光学顕微鏡で観察

する手法が利用されている。走査電子顕微鏡

（SEM）を用いると、更に微小な組織観察がで

きるばかりでなく、観察面の元素の量比が定

性的に観察できる。また、電子線プローブマ

イクロアナライザー（EPMA）による元素分布

分析 (マッピング)を利用すれば、元素の X

線強度の差異（含有量の違い）を明確に把握

することができる。さらに、定量分析によっ

て元素比（銅:錫）による相の判別ができる。 

 殷墟から出土した青銅器はその形状や器種

の特徴が時期ごとに変化しており、またそれ

ぞれの時期を特徴付ける青銅器も存在する。

青銅器はその形状から容器（礼器）、楽器、武

器、工具、装飾品、車馬具に大別することが

出来る。砕片となって修復不可能な、しかし

器種や時期の特定が可能で、かつ肉眼観察で

著しい腐食の認められない青銅器片から、用

途の異なる容器類、武器類を中心に、さらに

は車馬具、装飾品を選び、その一部（数 mm

大）を切り出し、分析のための試料とした。

切断は、ダイアモンドブレードを用い、毎分

100 回転程度の低回転で行った。切断中の摩

擦熱によって懸念される金相の変化を防ぐた

め、作業中は純水によって切断面の冷却をお

こなった。切片はエタノールで洗浄し、乾燥

後、エポキシ樹脂に包埋して、室温で凝固さ

せた。青銅断面はシリコンカーバイドペーパ
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ーを用いて研磨し、さらにダイアモンドペー

スト、コロイダルシリカを用いて琢磨した。 

 

３：青銅断面の金属組織観察と化学組成分析 

分析試料は、まず光学顕微鏡を用いて、そ

の断面の金属組織の観察を行った。ついでエ

ネルギー分散型X線分光器（EDS）搭載のSEM

（日本電子社製 W－SEM：JSM-6360LV および

FE-SEM：JSM-7100F）を用いて金属組織観察を

進めた。銅-錫の金相から析出している微小な

不純物質あるいは不混和相については定性分

析を行い、その含有元素を同定した。図１は、

代表的な青銅器断面の反射電子像である。白

黒のコントラストの違いから、断面には平均

原子量の差があること、すなわち化学的に不

均質であることがわかる。断面から樹状組織

（α相）が観察できる（後述）。その周りを充

填するようにα＋δ共析相が存在し、青銅金

属相間には析出した鉛が観察できる。析出し

ている主たる元素は鉛（Pb 反射電子像で明

るく見える）で、その他、銀、鉄やアンチモ

ンなどの金属元素は極めて稀にしか認められ

ない。多くの青銅器試料断面から、同様の樹

状組織が観察される。反射電子像で青銅内部

に観察される暗黒部は、鋳込みの際に生じた

と思われる空洞、「鋳巣」である。 

 

図１：殷墟青銅器(青銅冑HPKM1004:F-1)断面の金属

組織の反射電子像（Iizuka & Uchida[1]） 

 

SEM－EDS法による記載に基づき、金相の任

意の範囲の元素分布分析をEPMA（日本電子社

製 JXA-8900R および JXA-8500F）によって行

った。EPMAでは溶液法（原子吸光法やICP法）

では不可能な酸素の分析も行え、また金属、

酸化物、硫化物などの同定（定性分析）も簡

便にできる。EPMAでは青銅断面の銅、錫、鉛、

酸素の元素濃度分布（マッピング）分析を行

い金相内部の酸素の分布、すなわち酸化、腐

食の有無を確認した。その後、前述の４元素

について100ポイント以上の多点定量分析を

行い、平均化学組成を求めた。EDS 法では酸

素（Cu Kα）の特性X線のエネルギーバンド

が錫（Sn M-lines）の妨害を受けるため酸素

の分析が難しい。一方、EPMAの波長分散型X

線分光器（WDS）では、酸素と錫のスペクトル

同士の妨害を回避することは容易で、定量分

析が可能である。 

 

４：金属組織（金相）の観察        

常圧での銅の融点は1085℃、一方、錫の融

点は 232℃であり、銅－錫合金は錫の含有量

が増すにつれ融点が下がる（図２）。およそ

10～20重量パーセント（以下は単に％と記す）

の錫を含む熔解した銅－錫溶液（「湯」）は、

鋳込みされ温度が低下すると、まずα（アル

ファ）相を晶出する。「湯」の温度の低下とと

もに、引き続きα相が晶出していくが、この

α相は幅広い凝固区間を持っているため、銅

の割合を減少させながら凝固偏析を起し、固

化とともに樹状組織が発達する。通常の鋳込

み（鋳造作業）の際の「湯」の冷却速度では、

α相の次に晶出してくるのはδ（デルタ）相

で、その際はα相とδ相から成る共析相（α

＋δ共析相）を作る。その時点で温度は十分

に低下しているため、さらに錫の含有量の多

いε（イプシロン）相やη（エータ）相の析

出は起こらないと考えられている [2]。（註） 

 

図２：銅-錫二成分系平衡状態図（Massalski[3]） 

 

５：酸化・腐食による化学成分の変化    

電子顕微鏡の反射電子像観察とEDS定性分
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析によって、分析した全ての試料において、

青銅表面部分は酸化層が覆っていることが確

認できる。保存状態の良いと思われる青銅片

でも、酸化層の厚さは数十ミクロン（m）以

上ある。したがって表面から内部の状態を推

察することはできない。試料によっては腐食

の進行が著しく、内部まですべて酸化してお

り、上述した青銅の金属（樹状）組織がまっ

たく観察できないものもある。 

 

図３：EPMAマッピングによる銅（Cu）、錫（Sn）、酸

素（O）の元素濃度分布と反射電子像(BEI) 

青銅冑:Hel-08（左図)とHel-07（右図）の断面 

マップのコントラストは元素の濃淡を示す 

 

殷墟二期の西北岡1004号大墓（HPKM1004）

から出土した青銅冑（ヘルメット）の代表的

２つの分析例を示す。図３にそれぞれの試料

断面内部の200ミクロン四方領域の銅（Cu）、

錫（Sn）、酸素（O）のマッピング結果と同領

域の反射電子像（BEI）を示す。断面内部には

いずれもα相の樹状組織が観察される。図３

右で示す試料Hel-07では、やや幅のある樹状

組織が観察され、かつ高濃度の銅の領域や酸

素濃度の高い酸化錫の存在が確認できる。図

３左で示す試料Hel-08は、反射電子像、銅、

錫マップのいずれにおいても明瞭な樹状組織

が観察できるが、酸素の分布は認められない。 

 

図４：HPKM1004出土の青銅冑の化学組成分布 

横軸は銅-錫重量比（Cu／[Cu+Sn]）、縦軸は酸素（重

量％）、nはEPMAによる分析スポット数、上図は下図

の一部を拡大したもの 

 

上記２試料の青銅冑について、EPMAで5ミ

クロン径ビームを用いた点分析を行った結果

を図４に示す。横軸は各分析点の銅と錫の重

量比Cu/(Cu+Sn)、縦軸は酸素含有量（％）を

表している。試料Hel-07および-08の断面か

らそれぞれ 140、100 ポイントから得られた

Cu/(Cu+Sn) 比の最小値は0.44と0.72、最大

値は 0.99（ほぼ純銅）と 0.93 であった。ま

た試料Hel-07の酸素含有量は最小0から最大

１3％、Hel-08では、最大0.3％のポイントが

認められたものの、ほとんどの部位で酸素の

存在は認められなかった。図４に見られるよ

うに酸化した試料から得られた Cu/(Cu+Sn) 

比は、酸素の増加に対し減少している。また

反対に錫が減少し、ほぼ純銅の部位もあった。

これら組成比の範囲は通常の鋳造によって晶

出し得る金属相の組成域（α＋δ 相、最小

0.77まで）に対応しない。したがって、この

ような青銅は酸化によって、本来の化学組成

が変化したものと解釈することが出来る。こ
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のような形で鋳造当時の化学組成が損なわれ

ているのであれば、腐食（酸化）の進んだ試

料を分析しても、鋳造技術を検討する手がか

りを得られないどころか、間違った解釈を導

くことにもなりかねない。EPMAによって銅や

錫と共に酸素の分析を行うことで、青銅金属

相の化学組成の保存状態を確認することは、

青銅の鋳造技術の議論を進めるために非常に

重要なことである。 

 

６：殷墟青銅器の化学組成と青銅の物性   

上述のように、EPMAを用いた銅、錫、酸素

の定量分析値の精査を行い、各試料について

金属組織の保存状態の良否を判別した。これ

までに取り扱った全200以上の試料から、化

学組成の議論に耐えうる試料は、王墓

HPKM1004 から出土した青銅冑 46 試料、冑以

外の武器類12試料、容器類７試料、車馬具４

試料の計69試料である。 

EPMAによる定量分析結果より、各試料の平

均化学組成、ここでは平均錫比（銅錫重量比：

100Sn/[Cu+Sn])を用いて化学組成を比較する。

図５には器種別の錫比の頻度分布を示した。

錫比は最大22％、最小11％（銅比でみるとそ

れぞれ89％、79％）で、特に冑では14～18％

の組成分布が認められる。冑46試料の平均組

成は15.5％、冑以外の武器類は、12～20％の

分布をみせ、平均組成は15.2％である。一方

で容器類は、分析試料数は少ないものの、平

均組成が18％、16～22％の分布を示し、武器

類に比し、錫の含有量が高い（銅の含有量が

低い）傾向がある。 

 

 
図５：EPMA法による各試料断面の平均化学組成銅―

錫重量比（錫比）（100Sn/[Cu+Sn]) の器種別頻度分布 

Nは機種ごとの分析試料数を示す。（Iizuka & 

Uchida[1]） 

現代の冶金学では、青銅中の銅と錫の配合

率の違いによって、青銅合金の物性（硬度や

強靭さ、もろさ）が変化することが分かって

いる。図６に青銅の化学組成と物性の相関を

示す。青銅は錫の含有量が増すにつれ（銅の

含有率が減るにつれ）、約 32％まで、ブリネ

ル硬度（HB: Brinell Hardness）が上がる。

引張りに対する強度（σ: Tensile strength）

は、錫の増加とともに大きくなるが、錫18％

をピークとして、急激に低下する。伸長率（δ: 

Elongation）は錫 3％をピークとして、錫の

増加に伴い低下する。総じて錫の含有量が20

～22％を越えると青銅は物性的にもろくなる。

図６には、青銅の「湯」の、温度1473K（1746℃）

における粘度（V: Viscosity）の変化も示し

た [4]。「湯」は、錫の増加とともに、粘度（粘

性）が下がり、すなわち流れやすくなること

がわかる。 

 

図６：銅-錫合金の物性と化学組成の相関 

物性に関する数値はScott [5]を、粘度に関する数値

はKozlov et al.[4].を参照した。 

 

常識的に考えると武器類は硬さあるいは強

靭さが必要とされるが、容器類や装飾品に武

器ほどの物性的な強さは要求されないものと

考えられる。冑も武器の一種である。これら

冑を含めた武器の平均組成は錫含有量で 14

～18％（平均で15.2％）を示し、青銅の中で

強靭さにすぐれた化学組成に対応している。

一方、容器類は武器類に比べ、やや高い錫成

分を持つ。このことで、青銅は物性的なもろ

さを伴うことになるが、その反面、鋳造時の

「湯」の粘性は低かったはずである。青銅容

器類は饕餮文に代表されるように造形や表面
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の装飾が複雑なものが多く、鋳型に掘り込ま

れた細かい紋様を表現するために粘性の低い

「湯」が用いられていたのであろう。これら

のことから、殷墟の工匠は青銅の物性を理解

し、用途に応じて銅と錫の比を調整して青銅

器製作を行っていたと類推することができる。 

 

７：周礼考工記、金有六斉の解釈      

『考工記』は、東周（春秋時代、紀元前 9

世紀～7 世紀）に著されたとされる『周礼』

の中の一節で、その当時の様々な製作にかか

わる規定が書かれた「工業技術書」ともいえ

る。この中の「金有六斉（金有六齊）」には青

銅器の用途別による六種類の「金（かね）」と

「錫」の配合率が示されている。 

 

金有六齊。六分其金而錫居一，謂之鐘鼎之齊。

五分其金而錫居一，謂之斧斤之齊。四分其金而

錫居一，謂之戈戟之齊。參分其金而錫居一，謂

之大刃之齊。五分其金而錫居二，謂之削殺矢之

齊。金錫半，謂之鑒遂之齊。 

(訳) 鐘（楽器）や鼎（祭器）の錫の割合は六

分の一、斧斤（まさかり、斧）などの利器では、

錫は五分の一、以下同様に、戈戟（武具）は四

分の一、三分の一（大刃、剣）、五分の二（やじ

り）、二分の一（鑑、かがみ）とする。 

 

この「金之六斉」の解釈については、古く

から議論がある。「金有六斉」が記述された当

時は青銅の金属材料である「銅」という語句

が存在していなかったため、文書中の「金」

を「銅」とみなすか、あるいは「青銅合金」

と見なすかによって二通りの解釈がなされて

いる。それらを甲説（「銅」）と乙説（「青銅」）

とすると、銅-錫合金（青銅）中の「錫」の組

成範囲は甲説では 16.7％ から 50％、 乙説

では14.3％から33.3％とされ [6,7]、これら

２通りの解釈と比率（％）は、広く定説とし

て知られている。 

比率、あるいは濃度とは全体の中の一部の

割合を表すものであって比とは異なる。銅と

錫の合金である青銅の中に錫が占める割合は、

現代にあっては重さの比率 (重量パーセント、

weight ％) で示されている。冶金学や結晶学

では原子比（atomic ratio）や原子百分率

（atomic ％）で表示することもあるが、一般

的ではない。したがって青銅中の錫の濃度が

20％という場合は、＜銅と錫の質量の和＞分

の＜錫の質量＞、Sn/(Cu+Sn)＝0.2（20％）と

示されていると考えてよい。しかしながら甲

説の解釈では、錫と銅の割合を比 「Sn/Cu」 で

見ていることになり、これを濃度（％）とす

るのはそもそも誤りである。 

青銅は鋳込みの際、化学的に制約された銅

の成分の多いα相と、そのα相と錫の成分の

多いδ相が共析する金属相を形成し固化する

（図１）。主材料が「土」の鋳型を用いた古代

の鋳造法では錫 33％のδ相単相の青銅は物

性的にもろいため、立体造形の青銅器鋳造は

困難である[8]。また、鋳型を用いて鋳造され

た青銅器から、錫33％以上の組成のものが確

認された例がない。この点においても甲説は

事実上鋳造不能な組成範囲を示しており、正

しい解釈ではない。 

一方、重量比で錫14～33％と解釈されてい

る乙説は、殷墟青銅器の分析結果、錫 10～

22％（図５）に比べ、組成範囲が高錫側に偏

っており、調和的ではない。 

ところで古代中国における、重さを基準と

した秤量システムは紀元前1000年以降、すな

わち殷墟後の西周時代以降に成立したと考え

られている[9,10]。このことから「金有六斉」

の『金』と「錫」の比率を殷墟期の青銅の成

分比に対応させ考えると、ここは重量比では

なく、銅：錫の容積比として考えるべきであ

る[11,12]。金属銅と金属錫の比重を考慮し錫

の重量％を計算すると、乙説の組成範囲は錫

12～29％となる。しかしこれでも実際の殷墟

青銅器の組成範囲よりはやや高錫側の濃度を

示している。 

飯塚ら[13]は、青銅器断面中にまれに存在

する「鋳造後に生じた酸化相」、すなわち腐食

相に伴わない酸化錫を認め、それが鋳造の際

の残存物質ではないかという推測に基づき、

錫石（SnO2）と金属銅を用いた青銅鋳造の実

験を試みた。錫石は現代でも金属錫の資源物

質である。一連の実験から、十分な還元状態

が保てれば、錫石を用いても青銅の鋳造は十

分可能であることを実証している。前述の乙

説に対し、錫石を「錫」として用いた場合の

容積比による錫比の範囲は 10～25％となり、

この組成範囲は殷墟青銅器の組成範囲により

近似する。 
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８：おわりに               

筆者らは、本院所蔵資料の殷墟出土青銅器

について、これまで十分に行われてこなかっ

た電子顕微鏡を使用した冶金学的な金属組織

の観察と金属相の化学分析を進め、その鋳造

技術の解明を試みている。EPMAによる分析か

ら、青銅器が鋳造された当時の金属組織やそ

の化学組成を理解するには、切断面の金相観

察と酸化状態の評価が重要であることを見出

した。博物館などに所蔵、展示されている青

銅器は、発掘に付帯する情報も少ない上に、

破壊分析を行うことはほぼ不可能であるため、

本報告のような多数の出土遺物を系統的に選

別し、分析することは極めて貴重である。一

方で青銅器の化学組成データが得られた場合

であっても、当時の鋳造技術の解釈には至ら

ないこともわかってきた。さらなる鋳造技術

の解明のためには、鋳造を行う上で極めて重

要なもう一つの要素である「鋳型」の材料物

質やその制作技法、「金属材料物資」、すなわ

ち銅や錫、あるいは鉛の鉱石やその製錬方法、

そして古代に用いられていた金属熔解法の検

討も重要であり、今後もそれらについての再

現、検証実験を続けていきたいと考えている。 

 

（註）筆者らは、遺物の分析とは別個に青銅の

鋳造実験および熱処理実験を行っている[1]。

SEM による組織観察から樹状組織は、通常の鋳

込み実験試料から例外なく観察されている。一

方で複数の殷墟青銅器試料から樹状組織がまっ

たく観察できないものも見つかっている。これ

ら金属組織と化学組成が均質になった青銅は

「熱処理」を施した実験試料から観察すること

ができる。この比較観察から、一部の殷墟青銅

器では鋳造後に何らかの加熱処理が施されてい

たことがうかがわれる。 
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