
古代鉄器の14〔年代測定
(東北大 ･名誉教授) 井垣謙三

1. は じめ に､

古代上質鉄 の示す優 れた耐食性 ･鍛接性 に注 目 して､製作年代 な どの来歴 ので き

るだけ明瞭 な試料 を数多 く入手 して比較 し､現代 の量産鉄 との間の差を明か にす る

ことに努 め､ ホウ酸塩緩衝溶液 中での分極 曲線測定 が耐食性判定 に有効 な ことを示

して きた 1･2)｡ 千年 を越す歳月を経 てなお きわめて健全 な状態 にあ る伝世品 に就

いて も調査す ることがで きたが､ なか には来歴が ま った く不明で も､かな りの古 さ

を思わせ る ものがあ り､ その製作年代 を知 る手段 を求 めたい と望んだ0

この 目的 に対 して加速器質量分析法 は極 めて有望 な手段 と考え られ る｡ 必要 とす

る炭素量 は 5ミリグラム程度 と従前 の放射能測定法 に比 べて 3桁近 く少量 で済み､

幸 いそれ らの試料 の金属相 は健全 に保持 されてい るので､金属相 中の炭素 につ いて

14C年代測定 を試みた｡ 古代鉄 は酸化鉄 を木炭 で還元 して製造 され るのが普通で

あ り､ 14C年代測定 は厳密 に言 えば還元 に用 い られた木材の年輪形成期 を与 え るが､

あ ま り古 い木材か ら木炭 を作 ることも考え られず､木炭 も直 ぐ製鉄 に使用 され るの

が普通 であ るか ら､現在の 14C年代測定法 には誤差が 80年程度 はあ ることを考慮

す ると､鉄器 の製作年代 を求 めた もの と して良 い と考 え られ る｡

2.実験試料 および測定法､

名古屋大学 の グループの協力を得､ 同大学年代測定資料研究 セ ンターに設 置 され

てい る Generallonex社製 タ ンデ トロ ン加速器質量分析計 を用 いて測定 した｡ 炭莱

は負 イオ ンと して､ また正 イオ ンと して タ ンデム型静電気加速器 によ り質量分析 さ

れ る. 14Cを計数 し､安定 同位体 13Cとの比 を測定す る3･4)0

今 回の測定試料 は 2種類 であ って､丸鍛 え 日本刀 (M l) と鉄金産(てっ さん) と

呼 ばれ る木工具 であ る｡ ここで丸鍛 え と してい るの は提供者斎藤恒治氏 によれば､

心金 と皮金 とい った炭素濃度 の違 う材料 を合せ るのではな く､全体 を込み に して鍛

接 して薄 く延 べ､重ね鍛 え して造 った もので､鎌倉～室町時代製作 の物 と推定 して

い るとの ことであ った. 鉄金削ま古貨 幣研究家の郡 司勇夫氏 か らの提供 で､ "かん

吃" あ るいは "ち ょうな" の類 とされ､実際 に使用 されて､ その先端の一部が欠 け

た後､土 中に埋 ま っていた もので､ 出土時の もの と思われ る土 とさび とが一体 にな

ってかな り強固 に付着 していた｡ 土 を除去 した鉄 さびの厚 さは 2mm程度 で､内部 の

鉄地 は健全 な金属相 と して残 ってお り､透過 X線像 か ら多 くの気泡 を含 む鋳造品で

あ ることが知 られ る｡ 表面 に金石文の文字 の よ うに患われ る文様が浮 き出てい る特

異 な試料 で､ 中国大 陸出土 と思 われ る以外の情報 は､残念 なが ら全 く得 られていな

い｡ 柄 の差込み 口が袋状 で ない点が注 目されたが､鋳造 であれば袋状 にす る必要

のない ことも当然 と考 え られた｡ なお この鉄金削ま重要 な試料 と考 え られたので､付
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着 して いた土 につ いての花粉分析を､ その方面の専門家 に依頼 して実施 した｡

さび､土 その他 の付着物 中の有機物 によ る汚染か らの影響 を除 くため､次 の よ う

に して表面 の さびを除去 した｡ 80o Cで､0.6Ⅳ希塩酸 を用 い､30-60分､酸洗

す る｡ 取 り出 した試料 を蒸留水で10回､エ タノールで 3回振 い洗 い し､ アセ トンで

2回超音波洗浄す る. 表面 に残 った さびを "やす り"やサ ン ドペ ーパ ー､ ワイヤー

ブラ シなどを用 いて､丁寧 に落 し､ アセ トンによる超音波洗浄を繰返す｡ loo° C

で充分 に乾燥 させ た後､ デ シケーター中に保存す る｡

鉄試料 を助燃剤 ( W+Sn,LECO社製 PartNo.5021173) とともに酸素気流 中

で石英管 内に最高1200oCまで加熱 し､充分 に燃焼 させ る｡ 酸素 はアスカライ ト吸

収塔､五酸化二 リン脱水塔､酸化銅触媒炉 を通 して浄化 した ものを用 い る｡ 鉄地金

属相 中の炭素の燃焼 によ って生 じたC02は水酸化 カル シウム飽和水溶液 を入 れた
連続三本 の洗浄瓶 を通 し､炭酸 カル シウム と して描集す る｡ 一晩放置 して結 晶成長

させ た後 ､沈殿 を シ リカ漉紙 (ToyoRoshi社製 QR100)上 に吸引波過 し描集す る｡

炭酸 カル シウムを真空系 に移 し､排気 しなが ら徐 々に昇温 し､水分 を除去 す る｡

850o Cで熱分解 させ て生 じたC02を液体窒素 トラ ップによ り捕集す るo ペ ン

タ ンの コール ドトラ ップを用 いて､硫黄 な どを除去 し､ C02のみを捕集 した後､

気化 させて､圧力､容積､温度 か らCO2量 を求 め るo

金属 マ グネ シウム ヲ用 いて C02を還元 し､ 950o Cに 2時間保持 して､ アモル
フ ァス炭素 を得､ これを銀粉 と混合 し､圧縮成型 したペ レッ ト (直径 3mm ､厚 さ

数mm) を ターゲ ッ トと して､加速器質量分析器を用 いて測定 した｡ この設備 はター

ゲ ッ トか ら負炭素 イオ ンを取 り出す イオ ン源部の他､加速 されたイオ ンの荷電状態､

エネルギ ･-､質量､原子番号 を解析す る一連 の装置 とか らな ってい る｡

木曾槍 の1840-1860年 の年輪部分 を標準試料 と し､ それ と測定試料 とにつ いての

14C/ 13C比 を交互 に繰 り返 し測定 した. 14Cの半 減期 には5570年 を用 いて､年代

を算 出 したが､Stuiver等 の結果 5)に基づ いた CalibETH1.5b(1991)プ ログラムを

用 いて､暦年 に換算 した *｡

3.生jt測定結果

試料名 [%C] yrs.BP

日本刀M]し 0.5 880±150

鉄金産 3.6 1720±160

AD*(%) 備考

1020-1260(100) 平安末期～鎌倉初期

120- 460 (95)

480- 510 (5)
後漠～三国時代 ｡晋

日本刀 につ いて は､予想 していたよ り少 し古 い年代 が出た｡ 軟 らか い心金 を皮金

で包 む手法が確立す るの は鎌倉 時代 中期 とされて い るか ら､妥 当な結果 とい って良
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いであろ う｡ 鉄金産の値 は､反対 に予想 よ り少 し新 しい時代を示 した｡ とはいって

も､ 日本の歴史 には記録のない古 い時代である｡ このよ うな古 い時代か ら鋳鉄を使

用 しているのは､中国およびその影響下の文化圏だけで､西欧諸国が鋳鉄を使 い始

めるのは千年以上 も後の ことなのである｡ 中国大陸出土であ ることの確認の為 には

鉛同位体比測定が必要なのか も知れない｡

4.花粉および胞子分析結果

鉄金産に付着 した土か らは､ 53個の花粉 と胞子が見出され､ ヨモギ属(10),イネ

科 [栽培種 とは思われない] (9),スギ科 (7),アカザ科 (5),マツ属(5)その他､ コナ

ラ属､キ ク科､- ンノキ属､ニ レ属､ハ シバ ミ属､ ヒカゲノカズラ属等があ り､出

土地 は拓かれた乾燥原野で､近 くには水の流れがあ り､遠 くには深 く茂 った森が望

まれたであろ うことが推定 される｡ 表 - 1にそれを示すが､スギ科の中のスギ属の

花粉 は特徴のあるものであ り､出土地を中国大陸 と日本列島だけにほぼ限定 して く

れ る｡

5.鋳造技術 に対す る一考察

この鉄金産は多 くの気泡を含んでお り､鋳造品 としては失敗作 に遵 いないが､中

には酸化鉄の詰 まった孔 もあることが分か り､当時の鋳造技術を推定 させ る意味で

も重要 な試料 といえそ うである｡ 銑鉄の湯 に空気を吹 き込んで強 くか き回 し､酸化

鉄鉱石を も加えて､銑鉄中の炭素量を減 らし､脆 (もろ) くな く鍛錬できる強い鉄､

すなわち鋼をつ くる ｢妙鋼法｣ とい う酸化精錬法が､中国では古 くか ら知 られてい

る｡ 空気を とり入れての炭素の燃焼反応 による発熱 と､酸化鉄の還元反応 による吸

熱 とのつ りあいが重要で､ この試料の場合､酸化鉄が一時 にやや多量 に加え られた

ために温度が下が り､大急 ぎで鋳込 まれた ものであろ う｡ 燃焼反応 は湯の温度を

上げるが､必要温度 に到達すればそれ以上 はエネルギーの浪費である. 酸化鉄の添

加 は鉄の収量の増加 に結び付 くか ら､温度 さえ適正 に管理 されておれば､ きわめて

有効 な手段 といえ る｡ この試料の場合､温度管理 に失敗 し､炭素量があまり減 らな

い うちに温度が下が り､湯の流動性が悪 くなって､一酸化炭素などが気泡 として閉

じ込め られたまま凝固 した もの と考え られ る｡

鉄金産の成分組成を下記 に示すが､As含量がやや高いことを除 くと､ きわめて純

良な素材 といえ る｡

A 1 Si P

6.2 220 50

Ca Ti Cr Mn Co Ni Cu As W

140 く50 44 1 16 170 2 08 9 1 7 7 0 7.4

lvt.ppn]
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6.をヱ_壁

測定例が きわめて少 な く､予備報告 に近 い ことをお断 り しておかねばな らない｡

蓄積 されたデータを､遠か らず発表で きるもの と期待 しているが､平安 あ るいは奈

良時代 に遡れ る､明白な来歴を持っ試料の きわめて少 ない ことも事実であ る｡

古代鉄器 につ いての 14C年代測定 の報告が､ これ まで､ ごく一部 を除いてな され

なか った理 由の最 た るものは､測定 に多量の試料 を必要 と した ことであろ う｡ タン

デ トロン加速器質量分析法で必要 とす る炭素量 は 5ミリグラム程度 であ り､鉄試料

と しては数 グラムを要す る｡ 試料の炭素濃度 によ って必要 な試料量 は違 って くるか

ら､予 め､火花試験 な どで平均炭素含有量 を推定 しておいて､必要量を採取す るこ

とが望 ま しい｡

日本刀の場合 など 0.5%程度 の炭素 は含 まれてい るか ら､ 1グラムあればよ く､

例えば､茎 (なか ご)部か ら目釘穴程度の試料を採取で きればよい ことになる｡ 燃

焼 させて しま うのであ るか ら､ いかに も傷 ま しいが､非破壊的な手段 による測定を

充分 に行 な ってか ら､最後 に年代測定 を実施す るよ うにすれば､試料 も十分 に生か

された とい ってよいのではないだろ うか｡

文化財資料 も､ さびにまみれて収蔵 し続 け られ るものばか りではな く､何分の-

かは､明瞭 な記録を残 して､破壊試験 に供 されていいのではないだろ うか｡

14C年代測定 につ いては名古屋大学 ･年代測定資料研究 セ ンター 中村俊夫､同

大学 ･工学部 加藤雅子､平沢政広､佐野正道の方 々､ また花粉分析 につ いては東

北大学 ･教養部 相馬寛吉教授のお世話 にな った ことを記 して謝辞 としたい｡
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義 - 1 鉄金産付着土 につ いての花粉 お よび胞子分析結果

1,Pl'nus:

2, CzIEPtOmerl'a:

3,T-C-T:

4,T-C-T:

5, CoryJus:

6. ,4Jnus:

7, 0uercus:

8, UJDuS:

9, ccJtl'S:

10,Chenopodiaceae:

ll,Compositae:

12, ,dz･tcml'sl'a:

13, ,4rteml'sl'a:

14,Gramineae:

15,Gramineae:

16, Gramineae:

17, Zycopodl'uD :

18,Polypodiaceae:

19,Algae:

20,unknown:

21,unknown:

22,unknown:

23,unknown:

24, unknown:

(〝m)

76.2 マ ツ属

35.4 スギ属

37.7 スギ ｡ヒノキ ･イチイ科

27.0 スギ ｡ヒノキ ･イチイ科

30.8 ハ シバ ミ属

27.0 ハ ンノキ属

28.5 コナ ラ属

43.1 ニ レ属

30.8 エ ノキ属

25.4 アカザ科

キ ク科

31.6Ⅹ24.6ヨモギ属

24.6 ヨモギ属

47.0 イネ科

61.6 イネ科

34.7 イネ科

ヒカゲ ノカズ ラ属

36.2 ウラボ シ科

33.9 藻類

37.0x23.1

28.5

20.8Ⅹ10.0

36.2

17.7x15.4

T-C-T:Taxodiaceae-Cupressaceae-Taxaceae の略､

識 別 困難 で一括 されてい る｡
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合計

個

個

5

4

個

個

個

個

個

個

個

個

3

1

1

2

1

1

5

1

個

個

0

9

1

個

個

個

2

2

1

53個


