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第１章 序論 

 

 

１．１ 研究の背景 

１．１．１ 鉄製遺物および青銅製遺物の保存の意義 

 古来より金属製品に用いられた金属には金、銀、銅、スズ、鉛および鉄などがあり、これ

らは単一の金属、または青銅などの２種類以上の金属から構成される合金の形で利用され

てきた。発掘された金属製品の中で、特に鉄製遺物と青銅製遺物は学術的な観点から重要な

金属製の文化財として位置づけられる。鉄製品の出現は紀元前 2300 年ごろのトルコ国北西

部、ならびに青銅製品のそれは紀元前 2500 年ごろの南メソポタミアとされており（佐々木：

2009）、その後、鉄製品および青銅製品は各地に波及することで現代に至るまで世界各地で

利用されてきた。日本列島においては鉄製品および青銅製品は弥生時代前期には朝鮮半島

南部よりもたらされたとされている（岩永：1997）。これらは武器、祭祀具、農工具などと

して導入され、用途や製作技法の変化を経ながら現代にいたるまで連綿と利用されてきた。

鉄製遺物および青銅製遺物は出土する地域が広域にわたるとともに、武器、祭祀具、農工具

などの多岐の用途で利用されており金属製遺物の中で占める割合が顕著に高い。これらは

これまでの発掘調査によって膨大な量が蓄積されており、国内においては埋蔵文化財セン

ターや博物館などで保管、展示されることで活用されている。また、鉄製遺物および青銅製

遺物は古代から現代にいたる産業技術史の一面を示すとともに、古代における東アジア諸

国との交流ならびに古代国家の形成過程を示すなど、学術的な価値も高く、その保存は極め

て重要である。 

 

１．１．２ 鉄製遺物および青銅製遺物の保存に関する現状と課題 

 鉄製遺物および青銅製遺物において保存科学の視点から特筆すべき点として、これらが

熱力学的に活性に富む材料から構成されているが故に非常に劣化しやすいことが挙げられ

る。自然界において銅はわずかに金属銅として認められるものの、大部分の鉄および銅は硫

化物や酸化物の鉱石の状態で存在する。鉄製品や青銅製品はこれらの鉱石を精錬して得た

金属を加工して作られており、自然界において強い還元体である。熱力学的には銅は酸素

（O2）のカソード反応、鉄は O2のみならず水のカソード反応によって酸化されるため、埋

蔵時および保管時において鉄製遺物および青銅製遺物は常に腐食する方向に変化する。熱

力学的に不安定な物質で構成されている鉄製遺物および青銅製遺物は劣化しやすい文化財

であり、その保存においては種々の問題が生じている。特に、埋蔵環境下における金属製遺

物の保存ならびに発掘後の保管時に生じる腐食の発生機構の解明とその抑制が近年の重要

な課題として挙げられる。 



2 

 

 前者は、何らかの理由で遺物の発掘が困難な場合、埋蔵環境下においてそれらの保存を図

る方法であり、現地保存と呼ばれている（髙妻ら：2010）。遺物の現地保存を実施する理由

として、遺跡を構成する遺物を発掘調査によって取り上げる行為は遺跡の破壊をともなう

ことが明らかであるため、遺跡の保存の観点から現地で維持される必要があること、遺物が

現地に埋蔵されていることが確実であるものの、種々の要因によって取り上げが困難な場

合があること、および遺物の取り上げ後の保存処置、保管管理を実施するための十全な設備、

管理体制が整っていないことなどが挙げられる（高槻市教育 a：2007）。現地保存の方針は、

特に海底の沈船においてその引き揚げと保存管理に莫大な費用と時間が必要であるととも

に、保存処理後の保管時においても劣化の問題が生じているという経緯を背景に展開した

方針であり（UNESCO: 2001）、海外において積極的に研究が進められてきた。 

 後者の課題は、鉄製遺物および青銅製遺物の保管、展示時において、それらの腐食が進行

し、形状が崩壊することで学術的な価値が著しく損なわれるという、考古資料の保存におけ

る重要な問題として位置づけられる。特に鉄製遺物においてこの現象は頻繁に発生し、国内

外の保管施設で広く認められる現象である。 

多くの保管時における鉄製遺物の劣化はその金属部と腐食生成物層の境界に集積する塩

化鉄(Ⅰ)（FeCl2）、塩基性塩化鉄（β-Fe2(OH)3Cl）が高湿度環境下において潮解し、水膜が

生じることに起因する（Réguer et al.: 2007）。さらに腐食が進行するにともなって腐食生

成物である赤金鉱（Akaganeite: β-FeOOH）が形成されることで鉄製遺物に割れが生じ

（Réguer et al.: 2007）、最終的に形状が崩壊する。このような鉄製遺物は高湿度環境下に

おいて内部の塩化物塩が潮解することで生じることから、その状態に応じた適切な保管環

境で維持することが肝要である（Watkinson and Lewis: 2004）。鉄製遺物の保管時におけ

る腐食発生の相対湿度の閾値や相対湿度と腐食機構の関係については研究が進められてい

るものの(Turgoose: 1982, Watkinson: 2013)、その特定には至っていない。これは、鉄製遺

物の内部には湿気に対する感受性の異なる塩化鉄(Ⅰ)および塩基性塩化鉄が共存し、これら

が腐食に対して複雑に作用すること、ならびに埋蔵時の腐食にともなって形成されるこれ

らの塩化物塩の形成条件と遺物内部での分布の状態が充分に把握されていないことが要因

の一つである。また、このような鉄製遺物に対しては、種々の安定化処理を施すことでその

保管時の腐食を抑制する方法が用いられてきた経緯があり（North and Pearson: 1978, 

Pelican: 1966）、現在では塩基性の水溶液に鉄製遺物を浸漬し、溶解した Cl-の拡散を駆動

力としてその内部の塩化物塩を取り除く「脱塩」と呼ばれる方法が一般的に用いられている

（Mark and Nigel: 1982, North: 1987, Schmutzler and Ebinger-Rist: 2008）。しかしなが

ら、処理を施したにもかかわらず腐食が進行する鉄製遺物が存在すること、ならびに処理中

に鉄製遺物の腐食が進行する危険性があるなどの課題がある。また、青銅製遺物においても

同様に内部の塩化物塩を起点として保管時に腐食が生じる「ブロンズ病」と呼ばれている現

象が認められる（David: 1990）。ブロンズ病は青銅製遺物の表面の孔食を起点に発生し、腐

食の進行にともない青銅製遺物が減肉することで劣化する現象である。ブロンズ病の原因
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は鉄製遺物の場合と同様に、内部に集積する塩化物塩である第一塩化銅（CuCl）が要因と

考えられている（North and MacLeod: 1987, David: 2002）。ブロンズ病を有する青銅製遺

物に対しては、銅のインヒビターであるベンゾトリアゾール（Benzotriazole, BTA, C6H5N3）

を用いて、腐食の抑制を図る方法が一般におこなわれている（Cano and Lafuente: 2013, 

Catherine: 1978）。 

また、鉄製遺物では硫化鉄に起因する保管時の劣化も知られている。内部に硫化鉄が内在

する鉄製遺物においては保管時に内部の硫化鉄が酸化し、ナトロジャロサイト

（Natrojarosite: NaFe3(SO4)2(OH)6）や緑礬（Melanterite: FeSO4･7H2O）が形成されるこ

とで劣化することが知られている（Sandström et al.: 2002）。硫化鉄が硫酸鉄に相変化す

る際に生じる応力によって劣化が生じるとともに、硫酸鉄が高湿度環境下において潮解、さ

らに加水分解することで強酸性の水溶液が生じることで鉄製遺物の腐食を促進すると考え

られる。 

 ここまで金属製遺物の現地保存および保管時の劣化について概観してきたが、金属製遺

物の現地保存を検討するにあたっては、埋蔵時の金属製遺物の腐食の速度を定量的に把握

するための評価法を確立し、埋蔵環境下における環境因子が腐食に及ぼす影響を把握する

ことが必要と考えられる。また、現地保存では遺跡の地表面の改良などにより外界気象の影

響を制御することで、遺跡の埋蔵環境を変化させ、埋蔵されている金属製遺物の腐食を緩慢

にする視点も必要と考えられる。そのためには外界気象の影響の抑制にともなう遺物包含

層の環境の変化が金属製遺物の腐食に及ぼす影響を把握する必要があり、各環境因子が金

属製遺物の腐食に及ぼす影響を検討する必要がある。さらに、環境の変化が金属製遺物の腐

食速度に及ぼす影響を定量的に予測することも重要である。また、保管時の腐食発生の起点

は鉄製遺物および青銅製遺物の内部に集積する塩化物塩ならびに鉄製遺物では硫化鉄も挙

げられ、塩化物塩ではその種類や量、また遺物内部の集積する箇所を決定する要因は金属製

遺物の埋蔵時の環境とされている（Réguer et al.: 2007）。したがって、埋蔵時における鉄

製遺物および青銅製遺物の腐食に及ぼす埋蔵環境の影響を把握することは鉄製遺物および

青銅製遺物の現地保存および保管時の保存の観点から極めて肝要である。 

 

１．２ 金属製遺物の腐食理論 

１．２．１ 腐食反応の基本原理 

 埋蔵時における金属製遺物の腐食は電気化学反応および腐食に関わる化学種の物質移動

にともなって生じる現象である。鉄製遺物および青銅製遺物は、主に土中に存在する溶存酸

素（DO：Dissolved Oxygen）との酸化還元反応によって酸化されて溶出する。この際、土

中の間隙水中の DO の移動と鉄製遺物および青銅製遺物への供給が腐食反応を律する（腐

食防食協会：2002）。腐食によって溶出した Fe2+および Cu2+は、酸化物などの状態で腐食

生成物として沈殿する。金属表面に緻密な腐食生成物が形成される場合には、この緻密な腐
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食生成物の層が腐食を抑制する被膜として作用する。腐食生成物の種類およびその状態は

土中の間隙水の水質の影響を受ける。また、腐食反応の速度定数は基本的にはアレニウス式

に従うため、温度も腐食速度に影響を及ぼす重要な因子と考えられる。埋蔵環境下における

金属製遺物の腐食は、様々な環境因子が影響を及ぼす非常に複雑な現象である。したがって、

金属製遺物の埋蔵環境下での腐食を把握するためには金属の腐食理論の理解が不可欠であ

る。以下に金属の腐食に関する基本原理を記述し、本論文においては後述する腐食理論に基

づいて金属製遺物の腐食機構を検討することとする。 

 腐食は２つの単一電極反応、すなわちアノード反応とカソード反応で構成される複合電

極反応である。金属製遺物の腐食に関係する酸化還元対とその標準電極電位を表 1-1 示す。

電極反応に関する物質の酸化または還元のされやすさは標準電極電位によって示され、標

準電極電位が低い電極反応がアノード反応、標準電極電位が高い電極反応がカソード反応

となる。表 1-1 より Fe のアノード反応は H+および O2のカソード反応、Cu のアノード反

応は O2のみのカソード反応によって生じ、Fe においては H+および O2が酸化剤、Cu にお

いては O2が酸化剤になり得ることが示される。Fe および Cu の腐食のアノード反応はそれ

ぞれ（1-1）式、（1-2）式で示される。 

 

 Fe → Fe2+ + 2e- 1-1  

 Cu → Cu2+ + 2e- 1-2  

 

これらの対になるカソード反応は、酸性領域では（1-3）式、DO を含む溶液の場合、酸性溶

液では、（1-4）式、中性および塩基性溶液では（1-5）式で表される。 

 

 2H++ 2e- →H2 1-3  

 O2 + 4H+ + 4e- →2H2O 1-4  

 O2 + 2H2O + 4e- →2OH- 1-5  

 

 DO を含む中性溶液での Fe の腐食の模式図を図 1-1 に示す。中性領域における Fe の腐

食では（1-1）式で示されるアノード反応によって生じた電子が（1-5）式で示されるカソー

ド反応によって消費され、電気化学的中性が保たれる。実際の電解液に浸漬されたFeでは、

図 1-1 で示したように、Fe の表面にアノードとカソードがそれぞれ形成され、アノードで

生じた電子は電子伝導体である Fe を介してカソードで消費されるとともに、カソードで生

じた OH-が泳動によりアノードに移動することで電気的中性が保たれ、水酸化鉄（Ⅱ）

（Fe(OH)2）が沈殿する。腐食にともなって形成される腐食生成物が皮膜として作用するこ

とで、腐食速度は著しく低下する場合があり、腐食生成物の皮膜によって腐食が抑制された

状態を不働態（Passivity）と呼ぶ。不働態皮膜の状態は金属の種類や主に電解液の水質の

影響を受けて変化する。図 1-2 に Fe-H2O 系および Cu-H2O 系の電位-pH 図を示す。なお、
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図 1-2 には水の安定域を合わせて示した。水の安定域において、Fe の熱力学的安定

（Immunity）域は認められない。また、Fe および Cu ともに、酸性域において腐食

（Corrosion）域、中性領域においては不働態域にあることから、中性領域にくらべて酸性

環境では Fe および Cu の腐食は著しく進行する。なお、腐食生成物の皮膜としての作用に

影響をおよぼす因子として、pH および ORP、電解液中のアニオンの種類および濃度など

が挙げられる（Misawa et al.: 1974, 腐食防食協会：1993a）。 

 

 

表 1-1 金属製遺物の腐食に関する酸化還元対と標準電極電位 

酸化還元対 電極反応式 標準電極電位（V） 

O2/H2O O2+4H+ 4e- ⇌ 2H2O +1.229 

Fe3+/Fe2+ Fe3+ + e- ⇌ Fe2+ +0.771 

Cu2+/Cu Cu2+ + 2e- ⇌ Cu +0.337 

Cu2+/Cu+ Cu2+ + e- ⇌ Cu+ +0.149 

2H+/H2 2H+ + 2e- ⇌ H2 +0.000 

Fe2+/Fe Fe2+ + 2e- ⇌ Fe -0.440 

既存の熱力学データを基に作成（日本化学会: 1984a） 

 

 

 

図 1-1 Feの腐食反応の模式図（腐食防食協会：1993b） 
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図 1-2 Fe-H2Oおよび Cu-H2O 系の電位-pH図 1-1 

Immunity：熱力学的安定域、Corrosion：腐食域、Passivity：不働態域 

それぞれの電位-pH 図において高電位側の破線と低電位側の破線に囲まれた領域は水の安定領

域を示す 1-2。 

 

 

１．２．２ 腐食反応の電気化学式 

 複合電極反応である金属の腐食速度を電気化学式で提示するにあたり、まず、単一電極反

応での反応速度式を記述する。単一電極反応の反応速度式はバトラー・ボルマー（Butler-

Volmer）の式として知られており、平衡電位（𝐸e〔V〕）の関数で示され、電極反応では標

準電極電位（𝐸°）と平衡電位の差が反応の駆動力となる。一対の共役な酸化体（Ox）/還元

体（Red）の酸化還元反応（(1-6)式）の平衡電位は標準電極電位と酸化体および還元体の活

量を用いて、(1-7)式で示される。 

 

 Red ⇌ Ox + ze- 1-6  

 𝐸e = 𝐸° +
R𝑇

𝑧F
ln
𝛼ox
𝛼R

 1-7  

 

なお、R、T、z、F はそれぞれ気体定数〔Jmol-1 K-1〕、絶対温度〔K〕、電気化学反応に関与

する電子数、ファラデー定数〔Cmol-1〕を示し、αox、αR は酸化体および還元体の活量を示

す。なお、(1-7)式はネルンスト（Nernst）の式として知られており、平衡電位は電解質中

の酸化体、還元体の活量によって変化することが示される。電気化学反応の反応速度は電流

密度〔Am-2〕によってあらわされ、アノード反応の電流密度を𝑖a、カソード反応の電流密度

を𝑖cとすると正味の電流密度（𝑖 ）は 
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 𝑖 = 𝑖a − 𝑖c 1-8  

 

であり、(1-8)式はバトラー・ボルマーの式として 

 

 𝑖 = 𝑖0 [exp {
𝛼𝑧F

R𝑇
(𝐸 − 𝐸e)} − exp {−

(1 − 𝛼)𝑧F

R𝑇
(𝐸 − 𝐸e)}] 1-9  

 

と記述される。ここで、𝑖0〔Am-2〕は電極電位が平衡電極電位にある時の電流密度であり、

交換電流密度と呼ばれる。また、αは移動係数とよばれ、通常 0～１の値を示す。ここで、 

 

 𝐵A =
R𝑇

𝛼𝑧F
=

𝑏a
2.303

 1-10  

 𝐵C =
R𝑇

(1 − 𝛼)𝑧F
=

𝑏c
2.303

 1-11  

 

とすると、(1-9)式は(1-10)式および(1-11)式から 

 

 𝑖 = 𝑖0 [exp {
2.303

𝑏a
(𝐸 − 𝐸e)} − exp {−

2.303

𝑏c
(𝐸 − 𝐸e)}] 1-12  

 

で示される。ここで𝐵Aおよび𝐵Cはそれぞれアノード反応およびカソード反応のターフェル

（Tafel）係数、𝑏aおよび𝑏cはアノード反応およびカソード反応のターフェル勾配と呼ばれ、

単位は V/decade である。 

 金属の腐食では、２つ以上の共役な酸化還元反応式の組み合わせによって、反応が進行す

る。(1-13)式、(1-14)式の酸化還元反応の場合、 

 

 (Red)1 → (Ox)1 + ze- 1-13  

 (Ox)2 + ze-→(Red)2 1-14  

 

(1-13)式がアノード反応、(1-14)式がカソード反応となり、 

 

 (Red)1 +(Ox)2 → (Ox)1 + (Red)2 1-15  

 

(1-15)式として示される。なお、(1-13)式、(1-14)式の平衡電位をそれぞれ𝐸e1、𝐸e2とした場

合、(1-15)式が自発的に進行する条件は、𝐸e1＜𝐸e2である。図 1-3 に酸性溶液での鉄の腐食

を例に単一電極反応の組み合わせによる複合電極反応の分極曲線を示す。酸性溶液に Fe を
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浸漬した場合、Fe の電位は酸化剤である H+の作用で上昇し、𝑖𝑎 = 𝑖c = 𝑖corrとなる。なお、

𝑖corrに対応する電位は腐食電位（𝐸corr）と呼ばれる。腐食反応が生じている場合、腐食電位

はアノード反応、カソード反応のそれぞれの平衡電位に比べて、十分に離れているとみなさ

れるため、(1-12)式の𝐸e、𝑖0をそれぞれ𝐸corr、𝑖corrを代入することで、(1-16)式が得られる。 

 

 𝑖 = 𝑖corr [exp {
2.303

𝑏a
(𝐸 − 𝐸corr)} − exp {−

2.303

𝑏c
(𝐸 − 𝐸corr)}]  1-16  

 

なお、(1-16)式は腐食反応が電荷移動律速の場合の腐食速度を示す。 

 次に DO を含む中性溶液での腐食について検討する。図 1-4 に DO を含む中性領域での

Fe の分極曲線を示す。DO を含む中性領域に金属が浸漬された場合、その腐食速度は DO

の拡散に律速される。定常状態において、DO の拡散によって律速されたカソード電流密度

（𝑖O）はフィック（Fick）の第 1 法則により(1-17)式で与えられる。 

 

 𝑖O = 𝑧F𝐷O

(𝐶O − 𝐶O
∗)

𝛿
 1-17  

 

 ここで、𝐷O、𝐶O、𝐶O
∗、𝛿はそれぞれ DO の拡散係数、沖合の DO 濃度、電極界面の DO 濃

度、ネルンストの拡散厚さを示す。なお、𝐶O
∗=0 とすることで拡散限界電流密度（𝑖CL）は(1-

18)式で示される。 

 

 𝑖CL = 𝑧F𝐷o

𝐶o
𝛿
 1-18  

 

なお、拡散を伴う電極反応のカソード電流密度は(1-19)式で示される。 

 

 𝑖C =
𝑖0 exp{−2.303(𝐸 − 𝐸e)/𝑏c}

1 + (𝑖0/𝑖CL)exp{−2.303(𝐸 − 𝐸e)/𝑏c}
 1-19  

 

(1-19)式に基づいて作図した Fe および DO の複合電極反応における分極曲線（図 1-4）よ

り、DO のカソード電流密度は過電圧に依存せず、Fe への物質移動が腐食速度を律してい

ることが示される。土中に埋没している多くの金属製遺物においても、その腐食速度は DO

の拡散が律速段階と考えられる。 
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図 1-3 酸性溶液中での鉄の腐食における分極曲線 1-3 

赤色の実線：Fe の単一電極反応、青色の実線：Ｈ2の単一電極反応、黒色の実線：複合電極反

応の電流密度 

 

図 1-4 DOを含む中性溶液中の鉄の腐食における分極曲線 1-4 

赤色の実線：Fe の単一電極反応、青色の実線：DO の単一電極反応、黒色の実線：複合電極反

応の電流密度 
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１．２．３ 水分飽和した土中および大気環境下における腐食 

埋蔵時の金属製遺物では周囲の水分の状態などによって、その腐食の基本的な機構が変

化すると考えられる。埋蔵時の金属製遺物の腐食を想定してここでは水分飽和した土中で

の腐食および古墳の石室内のような大気環境下での腐食について示す。遺跡の埋蔵環境は

おおむね中性であるため、これらの腐食は主に DO の還元反応によって進行する。 

 水分飽和した土中においても、土中の間隙水中の DO の拡散が腐食速度を律すると考え

られ、多孔質体である土は DO の拡散の抵抗として作用する。土のような多孔質体での物

質移動の抵抗は多孔質体の層厚と空隙構造に基づく実質的経路長の比として定義される屈

曲度（𝜏）（内海：2013）と空隙率（휀）によって示され、土中での DO の拡散限界電流密度

は土中の屈曲度と空隙率を用いて、(1-20)式によって与えられる。 

 

 𝑖CL = 𝑧𝐹
휀

𝜏
𝐷o

𝐶o
𝛿

 1-20  

 

したがって、土中においては、周辺の DO 濃度に加えて、土の物性も腐食速度に影響を及ぼ

す因子と考えられる。また、土中での腐食においては、土中の水分状態のみではなく pH、

可溶性塩類の種類と量、などが影響を及ぼすとされている（腐食防食学会：1993c）。さら

に、土中の有機物の量や存在する微生物の種類によっては、微生物腐食が生じることで腐食

が促進される場合もある（Enning and Garrelfs: 2014）。 

 古墳の石室内のような大気環境下において、金属の腐食は表面の水膜の厚みの影響を受

けて変化する（腐食防食協会：1993d）。図 1-5 に金属表面の水膜の厚みと腐食速度の関係

を模式的に示す。Ⅰの領域では金属の表面に水膜が存在しないため、腐食は進行しない状態

である。水膜が形成され、その厚みが増加するにつれて（Ⅱ領域）、腐食速度は徐々に上昇

し、Ⅲの領域で腐食速度は極大値を示し、さらに水膜が厚くなると腐食速度は低下する（Ⅳ）。

ⅡおよびⅢの領域では表面の水膜に大気中の O2 が溶解し、DO がカソード反応となること

で腐食が生じる状態である。特にⅢの領域では、腐食が生じる水膜厚さを維持しつつも水膜

が薄い状態にあることで、金属近傍への DO の供給が速やかに生じるため腐食速度は高い

値を示す。Ⅳの領域では、水膜が厚くなることで金属近傍への DO の供給が緩慢となる。そ

の結果、腐食速度は水膜厚さの増加にともなって低下するようになり、腐食速度はⅢの段階

で極大を示し、Ⅳの段階では低下する。高湿度環境の古墳の石室内では、常に金属製遺物の

表面は濡れた状態にあり、その腐食については金属表面の水膜の厚みが重要な因子と考え

られる。 

 

 

 

http://aem.asm.org/search?author1=Dennis+Enning&sortspec=date&submit=Submit
http://aem.asm.org/search?author1=Julia+Garrelfs&sortspec=date&submit=Submit
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図 1-5 大気環境下における金属表面の水膜厚さと腐食速度の関係 

 

 

１．２．４ 金属の腐食形態と局部腐食の機構 

 金属の腐食はアノードで生じた電子が電子伝導体である金属を介してカソードへ移動す

ることで生じる。したがって、アノードとカソードが均一に分布した状態では全面的に腐食

が生じるものの、アノードおよびカソードの場所が分離されて腐食が進行した場合、金属は

不均一に減肉する。図 1-6 に均一腐食と不均一腐食の模式図を示す。図 1-6 よりアノードが

固定された場合、アノードで減肉が生じること、ならびにカソード面積に対してアノード面

積が小さい場合にはアノードで著しい減肉が生じることで、局所的に腐食することが示さ

れる。金属の腐食形態はその形態に基づいて以下の８つの腐食形態に分類される（腐食防食

学会編：1993e）。（１）均一腐食（uniform）、（２）異種金属接触腐食（galvanic）、（３）す

きま腐食（crevice corrosion）、（４）孔食（pitting）、（５）粒界腐食（intergranular corrosion）、

（６）選択腐食（selective leaching）、（７）エロージョン・コロージョン（erosion corrosion）、

（８）応力腐食 stress corrosion）が挙げられる。これらの腐食形態は金属材料の不均一性

および環境側の不均一性などに由来するものが多い。 

 埋蔵環境下での金属製遺物における塩化物塩の集積は局部腐食に起因すると考えられて

いる。以下では局部腐食の発生の基本的な機構を示す。図 1-7 は孔食にともなう局部腐食の

発生の機構の模式図である（春山：2005）。炭素鋼の場合、局部腐食は、中性および塩基性

の環境において、磁鉄鉱（Magnetite: Fe3O4）などの比較的導電性のよい不動態皮膜が形成

された場合に発生する。この皮膜の一部に微細な欠陥が生じることで、その場所で著しい活
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性溶解による局部腐食が生じる。図 1-7 で示すように、不動態皮膜の表面で（1-4）式で示

した DO の還元が進行し、欠損部において鉄のアノード反応が進行し、Fe2+が生成する。不

動態皮膜表面がカソード、欠損部がアノードとして固定されることで、アノードの減肉が生

じる。また、この際、欠損部内部の電気的中性を保つために、電解液中の Cl-が泳動により

欠損部に侵入するため、欠損部内部では Cl-濃度が上昇する。さらに、欠損部内部で溶解し

た Fe2+は式（1-21）式で記述される加水分解反応によって、H+を生成するため、欠損部内

部の pH が低下する。 

 

 Fe2+ + 2H2O → Fe(OH)2 + 2H+ 1-21  

 

この Cl-濃度の上昇および pH の低下による液性の変化によって、欠損部内部の腐食がさら

に進行する。 

 次にすきま腐食にともなう局部腐食の発生の模式図を図 1-8 に示す。腐食の初期段階で

はアノード、カソードが均一に分布するものの（図 1-8 Ⅰ）、腐食が進行するにつれてすき

ま部の DO 濃度が低下する。すきま部の DO 濃度が低下することで酸素濃淡電池が形成さ

れ（下平：2000）、すきま部がアノードとして固定される（図 1-8 Ⅱ）。アノードがすきま

部に固定されることで、Cl-が泳動により隙間部に移動し、Cl-濃度が上昇する。また、すき

ま部では（1-21）式で示される加水分解反応によって H+濃度が上昇し、pH が低下する。 

磁鉄鉱などの不働態の形成にともなう孔食や DO 濃度の局所的な差異によるすきま腐食

は金属製遺物においても起こりうる現象と考えられる。金属製遺物の埋蔵環境時の腐食に

おいても、上述した局部腐食にともなう液性の変化が生じることで、アノードに Cl-が泳動

して集積し、内部の塩化物塩が形成されると推測される。 

 

 

図 1-6 均一腐食および不均一腐食のアノードとカソードの場所の分布と単位面積あたりの電

流密度（腐食防食協会：1993f） 

Ａ：アノード、Ｃ：カソード、𝑖a：アノード電流密度、𝑖c：カソード電流密度 
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図 1-7 局部腐食およびそれにともなう液性変化の模式図 

𝑖a：アノード電流密度、𝑖c：カソード電流密度 

 

 

図 1-8 すきま腐食の発生の模式図 

𝑖a：アノード電流密度、𝑖c：カソード電流密度 
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１．３ 遺跡の立地と埋蔵環境 

１．３．１ 金属製遺物の腐食の観点に基づく埋蔵環境の分類 

 遺跡の埋蔵環境はその立地や、遺構の構造などによって顕著に異なると考えられる。腐食

速度に影響を及ぼす土中の間隙水中の DO 濃度は、気相 O2の気液の界面での溶解と間隙水

中での拡散による供給、ならびに土中の微生物活動による DO の消費の収支によって定め

られる（脇谷ら：2017）。飽和した土中の間隙水中での DO の拡散は気相 O2 の移動に比べ

て極めて緩慢であるため、水分飽和した土中の DO 濃度は低く、土中が水分飽和した遺跡

と不飽和の遺跡では腐食の様相は異なると考えられる。また、古墳の石室内や横穴墓のよう

に、土中空間に埋葬された金属製遺物の腐食の発生は表面に形成される水膜の有無が、また、

腐食速度は水膜の厚みなどによって変化するため、石室内の O2のみならず石室内の結露性

状などが大きく影響を及ぼすと推測される。一方で、汽水域 1-5および沿岸域 1-6に位置する

遺跡のように極度に富栄養化した環境では、微生物による有機物の分解過程が段階的に進

行することで、酸化還元電位（ORP: Oxidation-Reduction Potential）が著しく低下し、DO

が枯渇した極めて還元性の強い環境が形成される。汽水域および沿岸域に位置する遺跡の

埋蔵環境は極めて強い還元環境であること、ならびに Cl-や SO42-などを多量に含むイオン

強度が極めて高い点が特徴であり、金属製遺物の腐食は陸域とは異なると考えられる。 

 金属製遺物の腐食の観点に基づいて埋蔵環境から遺跡を大別した場合、１）陸域に位置す

る遺跡および、２）汽水域や沿岸域などのイオン強度が高い水分によって常に飽和しており、

富栄養化した遺跡、に分類される（表 1-2）。ここで、１）陸域に位置する遺跡はさらに１）

－１陸域に位置し土中の水分が飽和した状態の遺跡、１）－２陸域に位置し土中が水分不飽

和の遺跡、１）－３同じく陸域に位置するものの、古墳の石室内などの土中空間を有する遺

跡に細分される。陸域の遺跡では、土中の水分状態は地下水面を境にして、その下部では水

分が飽和した状態、その上部では水分が不飽和の状態であるため、１）－１および１）－２

の状況は多くの場合一つの遺跡内で共存している。したがって、金属製遺物が埋蔵される深

度によって環境が著しく変化し、腐食の機構が変化する点も重要である。なお、湖底や川底

に位置する遺跡では、土中の間隙水は淡水であるとともに常に水分が飽和した状態である

ことから、金属製遺物の腐食の機構は１）－１の陸域において水分が飽和した状態の遺跡と

同様と考えられる。したがって、複数の環境因子が影響を及ぼす埋蔵時の金属製遺物の腐食

を把握するためには、体系的に遺跡の埋蔵環境を整理し、その埋蔵環境に応じて金属製遺物

の腐食機構を検討する視点が必要である。また、遺跡の埋蔵環境に関する研究の蓄積が乏し

いこと、ならびに個々の遺跡ごとにその埋蔵環境には必ず差異があることを考慮すると、埋

蔵環境の実態を詳細に把握することも重要と考えられる。すなわち、遺跡の埋蔵環境の実態

とその環境での金属製遺物の腐食機構を把握することで、金属製遺物の腐食に及ぼす埋蔵

環境の影響が把握されると考えられる。 

上述した埋蔵環境に基づく遺跡の分類に従って、以下に金属製遺物の腐食に関する既往
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研究を整理するとともに、関連する遺跡の埋蔵環境に関する研究についても示す。さらに、

既往研究から考えられる埋蔵環境下における金属製遺物の腐食機構と金属製遺物の腐食に

関する研究の課題について整理する。 

 

表 1-2 埋蔵環境に基づく遺跡の分類 

遺跡の分類 埋蔵環境の特徴 

1) 陸域に位置する遺跡 

1)-1 土中の水分が飽和した遺跡 
 腐食反応の酸化剤となる DO の供給は緩慢であり、

DO が枯渇した環境が形成されやすい 

1)-2 土中の水分が不飽和の遺跡 
 気相 O2 の供給が生じるため間隙水の DO 濃度は高

い状態 

1)-3 土中空間を有する遺跡 

 石室内の相対湿度は常に 100%を維持 

 金属製遺物の表面の水膜の状態は石室内の結露性

状の影響を受ける 

2) 沿岸域および汽水域に位置する遺跡 

 堆積物は Cl-、SO4
2-を多量に含むイオン強度が高い

水分によって常に飽和した状態 

 堆積物は富栄養化した状態のため、強い還元環境が

形成されやすい 

 

 

１．３．２ 陸域に位置する遺跡での金属製遺物の腐食 

陸域の遺跡から出土した鉄製遺物および青銅製遺物の腐食に及ぼす埋蔵環境の影響に関

する近年の研究は（１）種々の埋蔵環境から出土した金属製遺物の腐食状態の調査に加えて

埋蔵環境の実測調査をおこない、金属製遺物の腐食を検討した研究（Neff et al.: 2005, 

Réguer: 2007, Rémazeilles et al.: 2009, Saheb: 2010a, Saheb: 2010b, 三ツ井ら：2010 な

ど）、（２）腐食状態から金属製遺物の腐食速度の推定（Neff et al.: 2006, Saheb et al.: 2010, 

三ツ井ら：2010, 三ツ井：2015 など）、ならびに埋蔵環境が金属製遺物の腐食に及ぼす影響

を熱力学的に検討した研究（Neff et al.: 2005, Saheb: 2010a, Saheb: 2010b）、（３）金属製

遺物の腐食の機構をモデル化し、その長期の腐食の予測を試みた研究（Hœrle et al.: 2013, 

Chitty et al.: 2007）が挙げられる。（１）に関する研究では酸化的および還元的な環境の遺

跡から出土した鉄製遺物の詳細な断面観察および分析から腐食生成物の層構造を検討して

おり、還元環境下においては菱鉄鉱（Siderite: FeCO3）、硫化鉄が形成される傾向にあるこ

と（Saheb: 2010, Rémazeilles: 2009）、また、一部の鉄製遺物では埋蔵環境下において Cl-

濃度が低い環境にもかかわらず内部に塩基性塩化鉄、赤金鉱が形成されることが示されて

いる（Réguer et al.: 2007）。（２）に関する研究では、鉄製遺物および周辺土壌中の Fe2+濃

度（Neff et al.: 2006, Saheb et al.: 2010a）、Ｘ線 CT（X-ray Computed Tomography）撮影

を用いて非破壊的に推定する方法（三ツ井ら：2010, 三ツ井：2015）で埋蔵時の腐食量を推

定し、腐食速度を算出する研究が認められる。また、熱力学計算を用いて鉄製遺物内部に形

成される塩化物塩の形成条件などを推定し、腐食機構を検討する研究も認められる（Neff et 

al.: 2005, Saheb: 2010a, Saheb: 2011）。（３）については、前述した（１）および（２）な

どの研究成果に基づいて、金属製遺物の腐食機構をモデル化し、長期的な腐食の予測を試み
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た研究である。Chitty らは飽和した土中において DO の拡散が腐食を律速する場合の鉄製

遺物の腐食モデルを提案している。（Chitty et al.: 2007）。また、Hœrle らは大気環境下で

の腐食を対象とした研究ではあるものの、腐食生成物の成長にともなう実効拡散係数の変化および腐

食生成物である鱗鉄鉱中のFe3+の還元反応の影響を考慮した腐食モデルを提示している（Hœrle et 

al.: 2003）。 

 また、近年、古墳の石室内での金属製遺物の腐食に関する研究も進められており

（Yoshikawa et al.: 2008, 三井ら：2011, 吉川ら：2012 など）、これらは石室内における金

属製遺物の腐食速度を検討するとともに、石室内でのその腐食機構を検討している

（Yoshikawa et al.: 2008）。Yoshikawa らは古墳の石室内に埋葬された鉄製遺物の腐食量

を X 線 CT 撮影により算出し、腐食速度を推定している。その結果、鉄製遺物の腐食速度

は DO の拡散律速による定常的な腐食速度に比べて顕著に低いことが認められており、こ

の要因として石室内の O2濃度が極めて低く、腐食が緩慢であったことを挙げている。ただ

し、石室内の O2濃度の実測はおこなわれておらず、埋蔵時の環境因子が金属製遺物の腐食

にどのような影響を及ぼしているかについては充分に検証できていない。 

 上述したように古墳の石室内の埋蔵環境を実測し、金属製遺物の腐食状態を検討した研

究は認められない。古墳の石室内の環境については発掘後に整備を施した後の環境を調査

した研究は認められるものの（佐野ら：2006, 三浦ら：2005, 見城：1986, 脇谷・髙妻：2013

など）、未盗掘の古墳および古墳の石室内における埋蔵環境に関する研究は極めて少ない。

これは、実際の古墳において、温度や湿度、O2 濃度などを長期間にわたって実測すること

が困難であることが要因の一つと考えられる。未盗掘の古墳の石室内において継続した環

境調査を実施した例としては大阪府高槻市に位置する闘鶏山古墳での調査が挙げられる

（高槻市教育委員会：2007b, 安井ら：2013）。闘鶏山古墳では古墳の墳丘の温度、含水率、

２つの埋葬主体内部の温湿度を実測するとともに、O2、二酸化炭素（CO2）、硫化水素（H2S）

濃度を定期的に測定している。ここでは、埋葬主体内部の温度は外気に比べて約１ヵ月の位

相差をもって変動していること、石室内の相対湿度が 93～99%の値を維持していることが

報告されている。また、埋葬主体内部の O2濃度は夏期に低下し、冬期に上昇する季節的な

変化を示し、16.1~19.8%で変動するとともに、CO2 濃度は夏期に上昇し、冬期に低下し、

その値は 1.6~3.7%を示している。闘鶏山古墳での実測調査は温湿度や種々のガスの濃度の

季節変動の実態などを明確にした点で意義があるものの、石室内の環境が金属製遺物の腐

食に及ぶす影響については詳細に検討されていない。また、古墳の構造は時期や地域によっ

て様々であるものの、古墳の構造が石室内の埋蔵環境に及ぼす影響については不明である。 

 

１．３．３ 汽水域および沿岸域に位置する遺跡での金属製遺物の腐食 

汽水域および沿岸域に位置する遺跡での金属製遺物の腐食に関しては、（１）出土金属製

遺物の状態調査、（２）金属試料からなる供試体を現地に設置する劣化試験に基づく研究が

進められている。（１）に関する研究として、沈船に関連する金属製遺物に形成された腐食
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生成物に関する研究が蓄積されてきた（Angelin et al.: 2013, Fors and Sandström: 2005, 

Macleod: 1991, North and MacLeod: 1987, Rémazeilles et al.: 2007）。海洋環境から出土

した鉄製遺物に形成される主な塩化物塩としてオキシ塩化鉄（FeOCl）が指摘されていたが

（North et al.: 1978）、近年の研究では塩化鉄（Ⅱ）（FeCl2）、塩化鉄（Ⅲ）（FeCl3）および

塩基性塩化鉄（β-Fe2(OH)3Cl）が主であることが示されている（Angelin et al.: 2013）。ま

た、Rémazeilles らは鉄製遺物の断面を詳細に観察し、鉄製遺物の内部に塩基性塩化鉄、赤

金鉱が形成され、さらにその外側に磁鉄鉱（Fe3O4）などの酸化鉄が形成されていることを

示すとともに、塩基性塩化鉄の熱力学的な生成条件および埋蔵環境下での形成の機構につ

いて検討している（Rémazeilles et al.: 2007）。また、海洋環境下で腐食した一部の鉄製遺

物については、硫酸塩還元菌が介在する微生物腐食の影響を受けて腐食生成物として硫化

鉄が形成されることが報告されており（Fors and Sandström: 2005）、硫化鉄の形成の要因

として硫酸塩還元菌が活動し得る還元環境であること、木製遺物の接触の影響など指摘さ

れているものの、前者と後者の影響の大小やその相互作用については不明な点が多い。また、

金属製遺物の腐食状態の調査に加えて、現地の埋蔵環境の調査を実施する例も認められる

ものの（村上：2005）、出土した金属製遺物の腐食状態に関する研究では、初期状態が不明

な資料のみの検討では埋蔵環境が腐食に及ぼす影響については十分に把握することが困難

な場合もある。そのため、近年は遺跡が位置する周辺の海底において、金属試料を供試体と

した劣化試験および現地の詳細な環境計測を実施することで、腐食に及ぼす埋蔵環境の影

響を検討する研究が認められる（Bergstrand and Godfrey: 2006, Godfrey et al.: 2011, 

Memet: 2007）。また、海洋環境下に位置する金属製遺物においても、その腐食の機構をモ

デル化し、長期間の腐食を予測する研究が認められる（MacLeod: 2013）。 

 

１．３．４ 埋蔵環境下における金属製遺物の腐食に関する研究課題 

 前節では既往研究の成果を整理し、陸域および沿岸域に位置する遺跡における金属製遺

物の腐食に関する研究はその腐食状態の分析を中心にして蓄積されてきたことを示した。

工業分野とは異なり、本研究で対象とする金属製遺物は埋蔵時の初期状態が不明であると

ともに埋蔵期間を厳密に特定できないという点が特異であるとともに、金属製遺物の腐食

状態は種々の環境因子が長期にわたって影響を及ぼした結果であることから、その状態の

分析のみでは埋蔵環境の個々の環境因子が金属製遺物の腐食にどのように影響を及ぼすか

を詳細に検討することは困難である。また、既往研究に認められる腐食量から算出された金

属製遺物の腐食速度は埋蔵期間の平均の腐食速度を示しており、金属製遺物の分析からは

各環境因子が腐食速度に及ぼす影響や環境の季節的な変化にともなう腐食速度の変化を検

討することは困難である。さらに、遺跡の埋蔵環境について詳細な調査が実施された例が極

めて少なく、種々の遺跡の埋蔵環境の実態が把握されていないことも重要である。遺跡の埋

蔵環境は外界気象の影響を受けて季節的な変動を示すことから、金属製遺物の腐食に及ぼ

す環境因子の年間の挙動を把握することが必要と考えられる。一方でこの課題においては、

http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AMagnus%20Sandstr%C3%B6m
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AMagnus%20Sandstr%C3%B6m
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古墳などの実際の遺跡では長期にわたる詳細な環境計測を実施することが困難であること

も背景にあると考えられる。 

 したがって、既往研究における金属製遺物の腐食研究の課題として、現状では初期状態が

不明な金属製遺物の分析からの検討が中心であること、遺跡の埋蔵環境の実態に関する調

査が乏しいことから、各種の環境因子が金属製遺物の腐食に及ぼす影響について詳細に把

握されていないことに集約されると考えられる。 

 金属製遺物の現地保存の実施の可否を検討するにあたっては、遺跡での埋蔵時の腐食速

度を定量的に把握することが重要である。さらに、遺跡の地表面の改良などによる埋蔵環境

の変化が金属製遺物の腐食速度に及ぼす影響を定量的に判断するといった、環境変化に対

する腐食の応答の予測も重要である。そのためには、地盤温度、DO 濃度、含水率といった

種々の環境因子が金属製遺物の腐食に対する作用を把握することが必要である。これらの

課題に対しては炭素鋼や青銅の供試体を一定期間にわたって遺跡に設置して腐食状態を検

討するとともに、現地における温度、DO 濃度、含水率、などの埋蔵環境の季節変動を詳細

に計測して検討する方法が考えられる。また、金属製遺物の腐食速度に影響を及ぼす環境因

子に着目した実験室実験をおこなうことで、遺跡における金属製遺物の腐食速度に対して、

各環境境因子が及ぼす影響を把握できると考えられる。これらの方法が埋蔵環境下におけ

る金属製遺物の腐食を検討する上で有用であることが示されれば、実際の埋蔵文化財行政

の現場において現地保存を検討するための手法の一つになり得ると考えられる。 

また、保管時の金属製遺物の保存に資する情報の取得という観点では、金属製遺物の腐食

生成物の安定性に重要な影響を及ぼす遺跡の酸化還元状態は深度によっても変化するため、

金属製遺物内部の塩化物塩および硫化鉄の形成状態も金属製遺物の埋蔵された深度によっ

て異なる可能性が考えられる。しかし、同一遺跡内における埋蔵深度などに由来する埋蔵環

境などの差異が塩化物塩の集積に及ぼす影響については検討されていない。遺跡において

劣化試験を実施し、環境の変化と金属製遺物の腐食状態の関係を詳細に検討することで、金

属製遺物の状態の分析からは情報を得ることができない、金属製遺物内部の塩化物塩や硫

化鉄の状態や形成条件が詳細に把握できると考えられる。 

 

１．４ 本研究の目的 

 近年、現地保存という金属製遺物の新たな保存法が提言されるようになった背景から、金

属製遺物の腐食に対して埋蔵時の各環境因子が及ぼす影響をより精密に、的確に把握する

必要が出てきた。しかし、これまでに蓄積されてきた遺物の状態の分析を中心とした金属製

遺物の腐食研究の精度では、各環境因子の腐食への影響や環境の季節変動が金属製遺物の

腐食速度に及ぼす影響を定量的に把握することが困難である。本研究では陸域および沿岸

域に位置する遺跡に埋蔵されている鉄製遺物および青銅製遺物を対象として、金属製遺物

の腐食を模した実験室実験や模擬実験ならびに遺跡での劣化試験および環境調査から、埋
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蔵環境下における金属製遺物の腐食状態と腐食速度を定量的に評価することで、これらの

遺跡での埋蔵環境下での腐食の機構と種々の環境因子が腐食に及ぼす影響を検討する。さ

らに陸域および沿岸域に位置する遺跡での金属製遺物の現地保存における環境改善案を提

示するとともに、金属製遺物の現地保存の実施の可否を評価するための方法論も検討する。

また、塩化物塩および硫化鉄の埋蔵環境下での形成条件を検討し、金属製遺物の発掘後の保

存に資する知見を得ることも目的とする。 

 

１．５ 本論文の構成 

 本論文は陸域および沿岸域に位置する遺跡での鉄製遺物および青銅製遺物の腐食に及ぼ

す埋蔵環境の影響について研究したものであり、全４章から構成される（図 1-9）。 

 第２章では陸域に位置する遺跡における金属製遺物の腐食を対象として、第２章第２節

にて土中の含水状態および温度と金属製遺物の腐食速度の関係を検討し、第２章第３節に

おいて古墳の石室内における金属製遺物の腐食に及ぼす埋蔵環境の影響を検討する。第２

章第２節では田熊石畑遺跡における金属製遺物の保存に関する問題について取り上げ、陸

域の土中での金属製遺物の腐食に対して普遍的に影響すると考えられる水分状態および温

度の影響について交流インピーダンス法を用いた実験室実験から、含水率の変化と金属製

遺物の腐食機構の変化を検討するとともに、実験室実験および田熊石畑遺跡における環境

計測の結果から現地における青銅製遺物の腐食について検討する。さらに、田熊石畑遺跡に

おいて青銅製遺物の腐食が抑制される環境改善案を提示する。また、第２章第３節では現実

には実際の古墳の石室内で詳細な環境計測を実施することが困難であるため、古墳を模擬

した土中空間を作り、その内部において金属試料および腐食センサを設置する模擬実験を

おこない、古墳の石室内の環境の季節変動が鉄製遺物および青銅製遺物の腐食に及ぼす影

響とその機構について検討する。さらに、古墳の石室内において金属製遺物の腐食が抑制さ

れる環境条件と現地保存における環境改善案を提示する。 

 第３章では沿岸域に位置する遺跡である鷹島海底遺跡を調査地として、海洋環境下にお

ける鉄製遺物の腐食に及ぼす埋蔵環境の影響について検討する。第３章第２節において調

査地とした鷹島海底遺跡の概要を示すとともに、第３章第３節において海洋環境下から出

土した鉄製遺物の腐食状態を調査し、その腐食状態の特徴から鉄製遺物を分類する。さらに、

鉄製遺物の腐食状態と発掘報告書に記載されている出土時の状況を整理する。第３章第４

節では鷹島海底遺跡において海底の低層海水の DO、温度の年間の変動を実測するとともに、

堆積物の柱状試料の堆積物の pH、ORP、硫化物イオン濃度などを測定し、埋蔵環境の季節

変化と堆積物の鉛直方向における特性の変化を検討する。第３章第５節では鷹島海底遺跡

の海底において、炭素鋼試料を用いた劣化試験を実施し、埋蔵深度の差異による環境の変化

が鉄製遺物の腐食に及ぼす影響および鉄製遺物に木製遺物が接触した場合の腐食への影響

を検討する。さらに、第３章第３～５節の結果を踏まえて、海洋環境下における鉄製遺物の
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腐食に及ぼす埋蔵環境の影響について考察するとともに、海底遺跡における鉄製遺物の腐

食の抑制条件と現地での保存のための環境改善案について提示する。また、鉄製遺物の塩化

物塩および硫化鉄の形成条件を整理し、発掘後の保管時に生じる腐食の可能性を検討する。 

 第４章では各章について得られた結論についてのまとめと、今後の課題、展望について記

載する。 

 

 

 

図 1-9 本論文の構成 
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註 

1-1 電位-pH 図は既存の熱力学データを用い（日本化学会編：1984b，Stum and Morgan: 

1996）、各金属イオンの濃度を 10-6 mol/L として作図した。 

1-2 電位-pH 図の高電位側の破線は(1-4)式、低電位側の破線は(1-3)式に対応する。高電位

側の破線よりも高い電位および低電位側の破線よりも低い電位では H2O は熱力学的に

不安定であり、本研究で扱う遺跡の埋蔵環境における電位および pH の範囲は破線内の

領域に位置する。以下、本論文において電位-pH 図の破線に挟まれた領域は H2O の安

定領域を示すこととする。 

1-3 Fe の電極反応は𝑖0=10-8 Acm-2、𝑏a=𝑏c=0.06 V/decade、H2では𝑖0=10-6 Acm-2、𝑏a=𝑏c=0.12 

V/decade と仮定して作図した。 

1-4 Fe の電極反応は𝑖0=10-8 Acm-2、𝑏a=𝑏c=0.06 V/decade、DO の電極反応は𝑖0、𝐷o、𝐶o、

𝛿、𝑏cをそれぞれ 10-8 Acm-2、1.9×10-9 m2s-1、0.25 molm-3、200 μm、48 mV/decade し

て作図した。 

1-5 海に近い河川、湖などでの水域において海水と淡水の混ざり合った地域を示す。 

1-6 沿岸域は広義には海、湖、河川の陸地に沿った部分を指すが、ここでは日本沿岸学会が

沿岸域の定義として示している「水深の浅い海とそれに接続する陸を含んだ、海岸線に

沿って延びる長い空間（日本沿岸域学会：2000）」に示される、海に接続する地域を指

す。 
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第２章 陸域に位置する遺跡における金属製遺物の腐食 

 

 

２．１ はじめに 

 本章では陸域の遺跡における金属製遺物の腐食に及ぼす埋蔵環境の影響について検討す

ることを目的としている。そこで、土中の含水状態と温度が金属製遺物の腐食に及ぼす影響

を検討するための実験室実験および古墳の石室内の埋蔵環境が腐食に及ぼす影響を検討す

るための模擬実験を実施した。 

第２章第２節では、多数の青銅製遺物が出土した田熊石畑遺跡の埋蔵環境を想定して、湿

潤土の乾燥過程における炭素鋼および銅の腐食速度を交流インピーダンス法による分極抵

抗の連続測定によってモニタリングする実験室実験をおこない、土中の含水状態および温

度が鉄製遺物および青銅製遺物の腐食速度に及ぼす影響を検討するとともに、土中の含水

状態の変化にともなう金属製遺物の腐食機構の変化について検討する。また、実験室実験に

よって得られた結果と田熊石畑遺跡における環境調査から現地での青銅製遺物の腐食の特

徴および環境の季節変化が青銅製遺物の腐食に及ぼす影響について推察する。さらに、田熊

石畑遺跡における金属製遺物の腐食が抑制される環境条件を検討するとともに、現地保存

のための環境改善案を提示する。 

第２章第３節では古墳の石室内における金属製遺物の腐食について検討する。国内には

約 20 万基の古墳が存在するとされており（大塚・小林：1982）、その中には石室内に多くの

副葬品をともなうものもあるものの、実際の古墳において、金属製遺物を想定した腐食試験

ならびに詳細な環境計測を継続して実施できる例はまれである。そのため、第２章第３節で

は古墳を模した土中空間を作り出し（以下、模擬古墳と表記）、その石室内に腐食センサを

設置して腐食のモニタリングをおこなうことで、腐食の季節的な変化を検討するとともに、

炭素鋼試料および青銅試料を石室内および床面土中に設置し、その腐食状態の変化を分析

した。さらに石室内の温度の分布、および O2、CO2 濃度、床面土中の水分ポテンシャルな

どの測定結果から、石室内の環境の季節的な変化にともなう結露性状、O2、CO2 濃度の変

動が金属製遺物の腐食速度に及ぼす影響を検討するとともに、石室内および床面土中での

鉄製遺物および青銅製遺物の腐食機構を検討する。さらに、得られた結果に基づいて古墳の

石室内において金属製遺物の腐食が抑制される環境条件を検討するとともに、古墳の石室

内における現地保存のための環境改善案を提示する。また、炭素鋼試料および青銅試料の腐

食形態と Cl の分布に着目して、古墳の石室内から出土した金属製遺物の保管時における腐

食の発生の可能性についても検討する。 
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２．２ 土中の水分状態と温度が金属製遺物の腐食速度に及ぼす影響 

２．２．１ 田熊石畑遺跡の概要 

 福岡県宗像市に位置する田熊石畑遺跡は弥生時代前期から中世にかけての集落および墓

域から構成される遺跡であり（図 2-1）、弥生時代中期前半の墓域から計 15 本の武器型青銅

器が出土したことで知られている（宗像市教育委員会：2009）。弥生時代前期に属する墓域

では計９基の墓が検出されており、そのうち６基の木棺墓で調査が実施され、その全てから

青銅製遺物が出土している。未発掘の墓では金属探知機による調査から金属製遺物が埋蔵

されていることがほぼ確定されているものの、墓域に住宅地が隣接しておりその全容は不

明である。当遺跡と類似する性格を有する吉武高木遺跡の例などを考慮すると、墓域全域で

は 30 基以上の木棺墓、土壙墓が存在し、その内部には多数の青銅製遺物が存在する可能性

が指摘されている。したがって、田熊石畑遺跡では埋蔵環境下において青銅製遺物の保存を

図らざるを得ない状況であり、その保存の観点から現地での腐食を把握する必要がある。 

 青銅製遺物の埋蔵状態とその変遷の模式図を図 2-2 に示す。墓域全体が中世の掘削を受

けていることから、青銅製遺物の埋蔵状態は中世以前とそれ以降によって異なると考えら

れる。青銅製遺物は中世以前では数センチの表土と約２ m の褐色土に埋蔵された状態、な

らびに中世の掘削以後では数センチの表土と約 0.3 m の褐色土に埋蔵された状態と推察さ

れている。なお、表土は黒色を呈し、有機物を多く含有する土、遺物含有層である褐色土は

細粒分に富む粘質の土である。表土にくらべて褐色土の透水性は極めて低く、褐色土は難透

水層と考えられる（脇谷ら：2013）。なお、褐色土の物性（脇谷ら：2013）が報告されてい

るとともに、現地の外界気象条件、土中の水分ポテンシャル、土中の温度などの環境の実測

調査がなされている（脇谷ら：2014）。発掘された青銅製遺物の出土状況とその状態を図 2-

3 に示す。青銅製遺物は顕著に減肉するとともに、表面に多数のこぶ状の腐食生成物が分布

しており、非常に脆弱な状態であると考えられ（図 2-3）、その埋蔵環境は遺物の保存にと

って劣悪な環境であると推測される。 

 

図 2-1 田熊石畑遺跡の立地（宗像市教育委員会：2009） 

（右図中の赤色の範囲が田熊石畑遺跡を示す。） 
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図 2-2 田熊石畑遺跡における青銅製遺物の埋蔵状態の変遷 

 

図 2-3 田熊石畑遺跡１号墓１号銅剣の出土状態およびその実測図 

（宗像市教育委員会：2009） 
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２．２．２ 実験方法 

２．２．２．１ 電気化学測定法による腐食速度のモニタリング 

（a） 分極抵抗法の原理 

実験室実験では交流インピーダンス法による分極抵抗の連続測定から腐食速度のモニタ

リングをおこなう。以下に、分極抵抗の電気化学による定義と交流インピーダンス法による

分極抵抗の測定原理について記す。 

第１章第２節において、金属の腐食は２つ以上のアノード反応とカソード反応から成る

複合電極反応であること、ならびに金属の腐食速度は腐食電位と次式によって関係づけら

れることを示した。 

 

 
𝑖 = 𝑖corr [exp {

2.303

𝑏a
(𝐸 − 𝐸corr)} − exp {−

2.303

𝑏c
(𝐸 − 𝐸corr)}]  1-16 

 

(1-16)式を微分すると次式が得られる。 

 

 Δ𝐼

Δ𝐸
= 𝑖corr [

2.303

𝑏a
exp {

2.303

𝑏a
(𝐸 − 𝐸𝑐orr)} +

2.303

𝑏c
exp {−

2.303

𝑏c
(𝐸 − 𝐸corr)}]  2-1  

 

𝐸=𝐸𝑐orrにおいて exp 項はいずれも１となるため、次式が得られる。 

 𝑖corr =
𝑏a ∙ 𝑏c

2.303(𝑏a + 𝑏c)
∙ (

Δ𝐼

Δ𝐸
)
𝐸corr

 2-2  

 

(2-2)式は Stern-Geary の式として知られており、ここで 

 

 (
Δ𝐼

Δ𝐸
)
𝐸corr

= 𝑅p 2-3  

 
𝑏a ∙ 𝑏c

2.303(𝑏a + 𝑏c)
= 𝑘 2-4  

 

とすると、腐食速度（𝑖corr）は分極抵抗（𝑅p）と比例定数（𝑘）を用いて、(2-5)式で示され

る。 

 𝑖corr =
𝑘

𝑅p
 2-5  

 

上式より、分極抵抗の連続測定により腐食速度のモニタリングが可能であることが示され

る。なお、定数𝑘はターフェル（Tafel）勾配𝑏a、𝑏cに由来する値で、電極反応に固有である。



31 

 

したがって、𝑘の値が定まれば腐食速度が算出される。なお、𝑘の値は実験系での分極測定よ

り実測した𝑏a、𝑏cから算出する方法、同様な環境で測定された文献値を代用する方法などに

より求められる。これまでに報告されている代表的な𝑘値を表 2-1 に示す。 

 

（b） 交流インピーダンス法による分極抵抗の測定 

 次に交流インピーダンス法を用いた分極抵抗の測定の原理と測定方法について示す。電

気化学測定による腐食速度の推定は分極曲線からターフェル外挿法により推定する方法、

𝑅pおよび𝑘より腐食速度を算出する方法があり（電気化学会編：2002）、前者は数 10 mV の

分極測定に伴う作用極の状態変化が生じるのに対して、後者は測定にともなう印過電圧が

小さいため作用極の状態変化をともなわず同一電極で繰り返し測定できるため、腐食速度

の経時変化を把握するのに適している。後者は直流法と交流電源を用いる交流インピーダ

ンス法に大別される。 

 交流インピーダンス法は電気化学インピーダンス法（EIS: Electrochemical Impedance 

Spectroscopy）とも呼ばれ、対象とした電極、電解質の界面に正弦波交流電圧を加え、得ら

れる電流出力との関係を電気化学的等価回路によって解析する方法である（板垣：2011）。

金属が電解質に浸漬された場合の等価回路を図 2-4 に示す。電極と電解液では、界面の電解

液側に電気二重層が存在し、大きな電気容量を持つ。この界面の電気容量は電気二重層容量

（Cdl）と呼ばれる。また、電極、電解液界面では電極電位に依存して電気二重層に界面電

位差が生じ、これが電荷移動反応の駆動力となる。電荷移動反応の速度は電流と比例関係に

あるため、界面電位差と電流の比は分極抵抗（𝑅p）となる。したがって、電極が電解液に浸

漬され、腐食が生じている状態は図 2-4 の右図に示した等価回路として示される。 

 EIS による測定において高周波の正弦波交流電圧を電極に加えた場合、得られるインピ

ーダンスは溶液抵抗（𝑅sol.）を示し、低周波の正弦波交流電圧を電極に加えた場合は、溶液

抵抗と分極抵抗（𝑅p）を加えた値が得られる。したがって、高周波（たとえば 10 kHz）お

よび低周波（たとえば 10 mHz）でのインピーダンスを連続測定することで、𝑅pの変化、す

なわち腐食速度のモニタリングが可能である（電気化学会：2002）。 

 

 

表 2-1 種々の材料と環境における k 値（腐食防食協会：2002） 

材料 環境 k(V) 

炭素鋼、鋳鉄 
酸性溶液（HCl, H2SO4） 0.023 

中性溶液、海水、水道水 0.022~0.026 

銅・銅合金 
海水 0.021 

食塩溶液 0.021 
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図 2-4 単純な腐食系での等価回路 

左図：電解液に浸漬された金属の状態、右図：左図の腐食系の等価回路 

 

 

２．２．２．２ 実験概要 

（a） 湿潤土の調整 

田熊石畑遺跡の遺物包含層を模して、DL クレー（商品名）と塩化ナトリウム溶液を遺物

包含層の体積含水率と同等の 47%となるように調整した湿潤土を実験に供した。DL クレー

はカオリンと珪石が原材料となっており、粒度は人工的に調整されている。DL クレーの物

理的性質を表 2-2 に示す。なお、田熊石畑遺跡の遺物含有層の電気伝導率を地盤工学会によ

る方法（地盤工学会：2010）に準拠して測定した結果、その電気伝導度は 62.8 μS/cm を示

した（表 2-3）。遺物含有層が水分飽和した場合にその間隙水の電気伝導度は約 800 µS/cm

と算出されたことから、DL クレーには塩化ナトリウムを加え 1000 μS/cm となるように調

整した溶液を加えて湿潤土とした。 

 

（b） 実験装置 

 実験の模式図を図 2-5、実験装置の状況を図 2-6 に示す。実験では鉄製遺物および青銅製

遺物を想定して、同心円状の炭素鋼（SS400）およびタフピッチ銅（C1100）（以下、銅と表

記）をそれぞれ試験面積が 1.77 cm2 となるように切り出した、2 電極セルを用いた（片山
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ら：2001）。これらの２電極セルをエポキシ樹脂に包埋し、電極表面を耐水研磨紙をもちい

て#2000 まで湿式研磨をおこない、周波数応答解析装置（FRA: Frequency Response 

Analyzer）附属のポテンショスタット（Princeton Applied Research 社製 VersaSTAT 3）

に接続した。２電極セルの上端部に内径 10 cm、高さ２ cm の円筒状のアクリル製カラム

を設置し、その内部に DL クレーおよび塩化ナトリウム溶液からなる湿潤土を充填した。測

定では 10 kHz および 10 mHz のインピーダンスを連続で測定した。なお、実験時の湿潤土

の温度を Onset 社製 HOBO UX120 および同社製の熱電対を用いて測定した。また、電子

天秤をもちいて乾燥過程における湿潤土カラムの重量減少を連続で測定し、含水率の変化

を算出した。なお、実験は恒温槽内でおこない、試験環境は 10 ℃、20 ℃、30 ℃の恒温状

態とした。 

 

表 2-2 DLクレーの物理的性質(吉村ら：2008) 

土粒子の密度（g/cm3） 2.679 

砂分（%） 0.10 

シルト分（%） 95.20 

粘土分（%） 4.70 

最大粒経（mm） 0.250 

 

表 2-3 遺物包含層の電気伝導度 

土試料 電気伝導率（μS/cm） 

No.１ 56.3 

No.２ 69.2 

No.３ 62.9 

平均値 62.8 

 

 

図 2-6 実験の模式図 
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図 2-6 実験の様子 

 

 

２．２．３ 結果および考察 

２．２．３．１ 湿潤土の乾燥過程における炭素鋼および銅の分極抵抗の変化 

表 2-4 に各実験環境における 1/𝑅p、温度および含水率を示すとともに、炭素鋼および銅

の分極抵抗の逆数の変化をそれぞれ図 2-7 および図 2-8 に示す。なお、表 2-4 の①、②、③

はそれぞれ実験開始時、1/𝑅pが極大値を示す直前、1/𝑅pが極大値を示した時の 1/𝑅pの値を

示す。図 2-7 および図 2-8 より 10、20、30℃の試験環境において、炭素鋼、銅ともに乾燥

過程における１/𝑅pの変化は概ね同様の傾向を示し（図 2-9）、水分飽和した初期の段階にお

いて腐食速度は緩やかに低下した後、含水率が低下する過程で腐食速度は増加して極大値

を示した。さらに乾燥が進み含水率が低下するにつれて腐食速度は徐々に減少した。表 2-4

より 1/𝑅pが極大に達した含水率はすべての実験条件でおおむね一致しており、その値は

23~28%を示した。すなわち、1/𝑅pの急激な上昇は含水率の低下にともなうカラム内の土粒

子と間隙水の状態の変化に起因していると考えられ、この状態の変化にともない腐食のカ

ソード反応を引き起こす DO の電極近傍への供給が著しく上昇していると推測される。1/𝑅p

および含水率の変化から考えられる湿潤土の乾燥過程における金属の腐食機構の模式図を

図 2-10 に示す。湿潤土が飽和状態にある初期の段階では、DO は土中の間隙水の拡散によ

って支配される。したがって、その移動は極めて緩慢であるとともに、電極表面では腐食反

応によって常に DO が消費されるため、実験開始から徐々に腐食速度は低下したと考えら
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れる。次に湿潤土の乾燥が進み含水率が低下すると、土中に空隙が発生して気相 O2が空隙

を介して電極近傍まで供給されるようになる。電極近傍に供給された気相 O2が水膜に溶解

し、電極表面の水膜中の DO 濃度が上昇するため腐食速度は上昇したと考えられる。さら

に乾燥が進んだ場合、電極近傍での水膜厚さが薄くなることで、水膜中の Fe2+濃度が増加

し、鉄の溶解であるアノード反応に腐食が律速されるようになり、腐食速度は低下したと考

えられる。一方で、銅で得られた 1/𝑅pは炭素鋼に比べて約１/10 の値を示した。銅、銅合金

および鉄の腐食速度の比例定数（k）はそれぞれ、0.020 V、0.034 V とされており（腐食防

食協会：2002）、青銅製遺物の腐食速度は鉄製遺物に比べて約１/10 と考えられる。 

炭素鋼および銅の 1/𝑅pと温度の関係を図 2-11 に示す。腐食速度の温度依存性は炭素鋼

において明確に認められ、腐食速度は 10 ℃の試験に比べて 30 ℃では約２倍に増加し

た。図 2-12、図 2-13 にそれぞれ炭素鋼および銅のアレニウスプロットを示す。なお、作

図にあたり、𝑘値は炭素鋼、銅でそれぞれ 0.024 V、0.021 V を用いた。炭素鋼では直線関

係が認められており、腐食反応の速度定数がアレニウス式に従うことを示すと考えられ

る。一方、銅では各温度での 1/𝑅pの差異が小さく、図 2-13 のアレニウスプロットでは明

確な直線関係が認められていないものの、多くの環境下における銅の腐食の速度定数がア

レニウス式に従い、腐食速度が温度の上昇に対して指数関数的に増加することが報告され

ている（Akimov: 1959）。したがって、土中の鉄製遺物および青銅製遺物の腐食において

は周辺の温度の上昇に伴い腐食速度が上昇すると考えられ、温度が腐食速度の重要な環境

因子であると考えられる。 

 

 

表 2-4 各実験系での 1/Rp、実測温度および含水率 

①、②および③は図 2-9における番号に対応 

試料 
実験条件 

(℃) 

① ② ③ 

1/Rp 

（Ω-1cm-2） 

温度 

（℃） 

含水比

(%) 

1/Rp 

（Ω-1cm-2） 

温度 

（℃） 

含水比 

(%) 

1/Rp 

（Ω-1cm-2） 

温度 

（℃） 

含水比 

(%) 

 

SS400 

 

10 0.00083 11.7 34 0.00022 8.2 27 0.00275 8.6 25 

20 0.00142 20.6 36 0.00045 18.8 26 0.00364 19.0 24 

30 0.00234 25.7 34 0.00055 24.9 29 0.00522 24.9 28 

 

C1100 

 

10 0.00039 9.7 36 0.00020 8.3 28 0.00036 8.3 28 

20 0.00039 19.6 37 0.00014 16.4 26 0.00031 16.4 23 

30 0.00039 27.1 33 0.00016 23.3 27 0.00031 23.4 24 
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図 2-7 10、20、30℃での炭素鋼の 1/𝑅pと含水率の変化 

 

図 2-8 10、20、30℃での銅の 1/𝑅pと含水率の変化 

 



37 

 

 

図 2-9 湿潤土の乾燥過程における 1/𝑅pの変化の模式図 

 

 

 

図 2-10 湿潤土の乾燥過程における腐食機構の模式図 
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図 2-11 炭素鋼および銅の 1/𝑅pと温度の関係 

①：実験開始時、②：極大を示す直前、③：極大での 1/𝑅p 

 

図 2-12 炭素鋼のアレニウスプロット 

①：実験開始時、②：極大を示す直前、③：極大での 1/𝑅p 



39 

 

 

図 2-13 銅のアレニウスプロット 

①：実験開始時、②：極大を示す直前、③：極大での 1/𝑅p 

 

 

２．２．３．２ 田熊石畑遺跡における青銅製遺物の腐食 

 現状では田熊石畑遺跡の青銅製遺物は厚さ数センチの黒色土と約 30 cm の褐色土の遺物

包含層に埋蔵されており、その埋蔵深度は比較的浅いと推定されている。田熊石畑遺跡での

土中温度および水分ポテンシャルの変化を図 2-14 および図 2-15 に示す。外気温に対して黒

色土層および遺物含有層の温度はわずかに年周期の位相差を示した。また、年周期の変動お

よび日周期の変動ともに、外気、黒色土層、遺物包含層の順に緩慢になる傾向を示し、遺物

包含層の温度は 2 月上旬に約６℃を示し、８月上旬に約 25℃まで上昇することが認められ

た。実験室実験より金属製遺物の腐食速度は温度に対して指数関数的に上昇すると考えら

れることから、青銅製遺物の腐食速度は冬期に対して夏期に著しく上昇すると考えられる。

また、黒色土層および遺物包含層の水分ポテンシャルは年間を通じておおむね-5 kPa を示し

た。使用した水分ポテンシャル計の上限値が-5 kPa であることを考慮すると、黒色土層およ

び遺物包含層ともに常時おおむね水分が飽和した高い含水状態であると考えられる。また、

黒色土層および遺物包含層の水分ポテンシャルは遺物含有層では年間を通じておおむね高

い水分状態が維持されるものの、夏期において水分飽和した状態から断続的に短期間では

あるものの低下する挙動を示した。夏期においては気温の上昇にともない土中の水分蒸発

が卓越することで遺物包含層の乾燥が生じた後、降雨によって水分が供給されることで再
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び高い含水状態になることで、土中の乾湿の繰り返しが生じていると考えられる。不飽和状

態の土中では気相 O2 が速やかに移動することで DO が供給されるのに対して、水分飽和し

た土中では DO 自身の分子拡散が緩慢であるとともに微生物によって速やかに DO が消費

されるため、DO 濃度は減少するとされている（脇谷ら：2017）。現地で測定した pH および

ORP の測定結果を表 2-5 に示す。pH および ORP の測定は 2012 年 11 月 8 日の１回のみの

結果ではあるものの、黒色土層および遺物包含層ともに ORP は+554～+630 mV の高い値を

示した。DO が消失する ORP が約+332 mV とされていることを考慮すると（若月：1997）、

黒色土層および遺物包含層ともに土中の間隙水には DO が含まれていると考えられる。ま

た、継続して水分飽和した土中では緑色および黒色の一価の鉄化合物を含む色調を示し、周

期的に含水状態が飽和から不飽和状態に変化する土中では鉄含有量が低い灰色の気質の中

に褐色、赤色の二価の鉄化合物からなる明瞭な斑紋がみられることが知られているが（Bolt 

and Bruggenwert: 1980）、田熊石畑遺跡の遺物包含層においてはこのような特徴が認められ

ず、二価の鉄化合物を主に含んだ褐色を呈した土壌であることからも、遺物包含層は水分飽

和しておらず、土中の空隙には気相が存在した状態と推察される。実験室実験では土中が水

分飽和した状態では腐食速度は減少するものの、含水率の低下にともなって腐食速度が上

昇することが認められており、これは上述した DO の挙動に由来すると推測される。一方

で、さらに乾燥が進んだ場合、金属製遺物の表面に形成される水膜の厚みの低下にともない

腐食の律速段階がアノード反応となることから、腐食速度は低下すると考えられる。田熊石

畑遺跡の遺物包含層では水分が飽和した状態には至っておらず、気相 O2が速やかに供給す

る状態であると考えられ、青銅製遺物にとって年間を通じて劣悪な環境であると考えられ

る。また、金属製遺物の腐食速度は土中が湿潤状態から乾燥状態に移行する際に上昇すると

考えられ、乾湿が繰り返されることは金属製遺物の腐食を促進させると考えられる。田熊石

畑遺跡では 2014 年の夏期において土中の水分が飽和した状態から乾燥した状態への変化を

3 回にわたって繰り返しており、青銅製遺物の腐食の進行が著しい状態にあると考えられる。

したがって、田熊石畑遺跡における環境調査の結果を考慮すると、夏期において遺物包含層

の温度が上昇するとともに、乾湿が繰り返されることから、現地に埋蔵されている青銅製遺

物の腐食速度は夏期に著しく上昇すると考えられる。 

 

表 2-5 田熊石畑遺跡の黒色土層および遺物包含層の pH および ORP 

測定箇所 pH ORP (mV vs SHE) 

黒色土層（上部） 4.54 +554 

黒色土層（下部） 5.98 +598 

遺物包含層 5.75 +630 

pH および ORPの測定は 2012 年 11月 8日に実施 
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図 2-14 田熊石畑遺跡における気温と地盤温度の変化（脇谷ら：2014） 

 

図 2-15 田熊石畑遺跡における水分ポテンシャルと降水量の変化（脇谷ら：2014） 
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２．２．３．３ 田熊石畑遺跡における青銅製遺物の現地保存の検討 

 実験室実験の結果から、田熊石畑遺跡で考えられ得る青銅製遺物の腐食が抑制される環

境条件として、（１）土中の温度が低い状態を維持すること、（２）－１土中の間隙水の DO

濃度が低く、青銅製遺物への DO の供給が緩慢であること、もしくは（２）－２土中が乾燥

した状態で青銅製遺物の表面の水膜が薄く、腐食がアノード反応に律速された状態を維持

していること、が挙げられる。ただし、土中の水分が飽和した状態では、間隙水の DO の移

動は極めて緩慢であるため、その DO 濃度は低い環境が形成されるものの、不飽和状態に

おいては土中の空隙を介して気相 O2が供給することで、間隙水の DO 濃度は高い状態を維

持することから、現地において（２）－１および（２）－２の両条件を満たすことは困難で

あると考えられる。また、土中の水分が飽和した状態から乾燥した状態に移行するにともな

い、腐食速度が上昇することが認められたことから、（２）－１の状態から（２）－２の状

態に移行するような乾湿が繰り返される条件は青銅製遺物の保存にとって劣悪な環境であ

ると考えられる。 

 現地の環境調査では、遺物包含層の温度は気温に対してわずかな年周期の位相差を示す

とともに、冬期では約６℃、夏期には約 25℃まで上昇することが認められ、夏期の温度上

昇は青銅製遺物の腐食を促進すると考えられる。また、遺物包含層の水分ポテンシャルは年

間を通じておおむね上限値の-5 kPa を示しているものの、ORP および土壌の色調から水分

は飽和状態には至っておらず、気相 O2の供給が生じることから、青銅製遺物にとって劣悪

な環境と考えられる。また、夏期において、土中の水分蒸発が卓越することで含水状態が低

下することが認められており、この際に青銅製遺物の腐食は促進されると考えられる。 

 田熊石畑遺跡の場合、観測孔による地下水位の調査が実施されておらず、地下水面の標高

は不明であるものの、遺物包含層の水分状態を考慮すると（２）－１の環境を現地において

作り出すことは困難であると考えられる。したがって、田熊石畑遺跡において青銅製遺物の

腐食が抑制される条件として（１）および（２）－２を満たす環境が考えられる。夏季の温

度上昇の抑制に対しては遺跡地表面に盛土などを施し断熱性を向上させることが考えられ

る。一方で、地表面の断熱性の向上にともない、冬期の温度の低下も緩慢になることから、

断熱性の向上による青銅製遺物の腐食抑制の効果の大小については詳細に検討を進める必

要があると考えらえる。（２）－２に関しては降雨による水の供給を抑制するとともに、遺

跡地表面から水分が蒸発する状態を維持することなどで、遺物包含層の含水状態を低下さ

せることが可能と考えられ、青銅製遺物の腐食が抑制される乾燥した環境に移行すると考

えられる。ただし、土壌への水の供給は降雨や地下水からの供給に加えて結露などの地表面

の温度勾配による水分の移動による供給なども考慮する必要があり（宮崎: 2000）、比較的

埋蔵された深度が浅い田熊石畑遺跡の青銅製遺物においては、これらの影響も検討する必

要があると考えられる。 
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２．３ 古墳の石室内における金属製遺物の腐食 

２．３．１ 調査方法 

２．３．１．１ 模擬古墳の構造 

調査は京都市西京区に位置する京都大学桂キャンパス内の丘陵地に建設された模擬古墳

の石室内で実施した。模擬古墳の構造を図 2-16 に示す。模擬古墳は前室 2-1 と石室からな

り、前室、石室の床面は地表から 1.5 m の深さに位置する。石室の寸法は約 50×50×100 cm

（幅×高さ×奥行）であり、側面、天井には厚さ約２ cm の石材が設置され、床面は地盤の

土が露出した状態である。石室内では環境計測、金属試料を用いた劣化試験および腐食のモ

ニタリングを実施し（図 2-17）、前室に環境計測センサ、腐食センサの記録器を設置した。

また、前室に対して石室内は密閉された状態であり、前室の観察用の窓から石室内の観察が

可能である。なお、環境調査では現地微気象、墳丘と石室内の温湿度、O2濃度、CO2濃度、

墳丘と石室の床面土中の含水率、水分ポテンシャルなどを実測している（安井ら： 2014）。

また、石室内での結露発生の場所と時期を評価するため濡れセンサを用いた。 

 

２．３．１．２ 濡れセンサによる石室内の水分状態のモニタリング 

濡れセンサはセンサ表面の誘電率を計測することでその表面に付着した相対的な水分量

の計測が可能である 2-2。石室内に３つの濡れセンサを設置した（それぞれ W.S. No.１～３

と表記）（表 2-6、図 2-17）。W.S. No.１は天井石付近に設置し、天井側での結露の有無を検

討した。また、W.S. No.２は石室内に傾斜した状態で設置することで、天井石からの水滴の

滴下を計測し、W.S. No.３は天井石からの水滴の滴下を防止するための覆いを施して、床面

側での結露の有無を検討した。なお、濡れセンサでの計測は 2014 年 9 月 30 日から開始し

た。 

 

２．３．１．３ 腐食センサによる腐食のモニタリング 

腐食センサには Fe-Ag 対 ACM（Atmospheric corrosion monitor）型腐食センサを用い

た（以下、ACM センサと表記）。ACM センサは Fe-Ag から成るセンサ部に生じるガルバニ

ック電流を計測し、設置環境下での腐食挙動を把握するとともに、表 2-6 で示した実験式か

ら大気環境下における腐食速度を算出することが可能である（押川ら：2002）。ACM セン

サは石室内の床面から 10 cm の高さのアクリル台の上に水平に設置した状態（以下、カサ

なしセンサと表記）、同じく石室内で天井石からの水滴の滴下を防ぐ覆いをかけた状態（以

下、カサありセンサと表記）、床面土中に設置した状態（以下、土中センサと表記）で計８

個を設置した（表 2-6、図 2-17、図 2-18）。ACM センサは毎日０、６、12、18 時にロガを

10 分間のみ起動させ、その出力の平均値を記録した。 
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２．３．１．４ 劣化試験 

（a） 供試体とその設置法 

鉄製遺物、青銅製遺物を想定し、50×50×5 mm に切り出した炭素鋼（SS400）、スズ含有

量が異なる２種類の青銅（C5191、CAC502A）（以下、それぞれ低スズ青銅、高スズ青銅と

表記）を石室内に懸垂した状態（以下、懸垂試料と表記）、床面の土中に埋設した状態（以

下、土中試料と表記）で 2014 年 2 月 14 日に設置した（表 2-6、図 2-17、図 2-18、図 2-

19）。金属試料は耐水研磨紙をもちいて＃400 まで湿式研磨にて仕上げた後、蒸留水、アセ

トンによる超音波洗浄をおこない試験に供した。 

 

（b） 石室内の床面土中の pHおよび ORPの測定 

 石室内の床面土中に設置した供試体の周辺の環境の把握のため、pH および ORP を土

壌 pH/ORP 計（藤原製作所社製）を用いて測定した。ORP は作用極に白金、参照電極に

飽和銀・塩化銀電極を用いて測定した。pH および ORP の測定は 2014 年 9 月 30 日に床

面土中の 6 ヵ所においておこなった（図 2-19）。測定点の No.1、No.2、No.3 はそれぞれ

炭素鋼、青銅、高スズ青銅を埋設した場所にあたる。なお、ORP は標準水素電極（SHE: 

Standard Hydrogen Electrode）に対する値として表記した。 

 

（c） 腐食状態の観察および分析 

前室から定期的に金属試料の腐食状態を観察するとともに、試験開始から９ヶ月、22 ヶ

月、34 カ月が経過した時点で金属試料を取り出し、光学顕微鏡を用いて観察した。さらに、

微小部 X 線回折（XRD：X-ray diffraction）分析により金属試料の表面に形成された腐食生

成物を同定した。微小部 XRD 分析には（株）リガク社製の SmartLab を用い、表 2-7 の条

件で実施した。 

また、22 カ月間にわたって設置した金属試料は断面の観察、成分分析に供した。金属試

料をエポキシ樹脂に包埋した後、裁断し、１ µm の多結晶ダイヤモンド粒子まで湿式研磨

をおこない鏡面状態に仕上げた。鏡面状態に仕上げた断面試料は光学顕微鏡および走査電

子顕微鏡（SEM：scanning electron microscope）を用いて観察した後、SEM に付属する

エネルギー分散型 X 線分光分析装置（EDX : energy dispersive X-ray spectroscopy）によ

る観察部の成分分析、これを走査して得る元素マッピングを実施した。SEMは日本電子（株）

製の JSM-IT100 を用い、反射電子像（BEI : backscattered electron image）での観察をお

こなった。なお、試料が電気的に絶縁体であるため、観察時の雰囲気を低真空とした。 

 

（d） 腐食速度の算出 

劣化試験前後の金属試料の重量減少から腐食速度を算出した。炭素鋼はヘキサメチレン

テトラミン 0.35 wt%の 6 mol/L 塩酸溶液、青銅は 6 mol/L 塩酸に、それぞれ 10 分間、３

分間浸漬し、ブラシを用いて腐食生成物を完全に除去した（日本工業規格：1994）。さらに、
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蒸留水、アセトンで超音波洗浄をおこなった金属試料の重量を測定し、重量の減少量を表面

積、試験期間で除して腐食速度を算出した。 

 

 

表 2-6 金属試料、腐食センサ、濡れセンサの設置状況 

実験項目 供試体、センサ 供試体およびセンサの設置状況 

劣化試験 

炭素鋼：SS400 

1. 石室内に懸垂した状態 

2. 石室の床面土中に埋設した状態 

低スズ青銅：C5191 

（Cu: 94%, Sn: 5.5~7.0%） 

高スズ青銅： CAC502A 

（Cu: 87.0~91.0%, Sn: 9~12%） 

腐食モニタリング 

ACM センサ 

log CR = 0.378log Q – 0.636 
CR：腐食速度［mm/y］ Q：日平均電気量

［Q/day］ 

1. 石室内の床面から 10 cm の高さの位置に設置（No.1~3） 

2. １．と同様の位置に設置し、天井からの水滴の滴下を防止する

カサをかけた状態（No.4~6） 

3. 石室の床面土中に埋設した状態（No.7，8） 

濡れセンサ 濡れセンサ 

1. 天井での結露を検討するため、天井石に密着させた状態で設

置（S.W. No.1） 

2. 天井からの水滴の滴下を検討するため、石室内の床面から 10 

cm の高さに設置（S.W. No.2） 

3. 石室内の ACM センサの結露を検討するため、床面から 10 

cm の高さで、天井からの水滴の滴下を防止するカサをかけ

て設置（S.W. No.3） 

 

 

表 2-7 XRD 分析の条件 

対陰極 銅（Cu） 

管電圧、管電流 45 kV、200 mA 

走査角度 5~80deg. 

走査速度 5 deg./min 

コリメーター 200 µm 
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図 2-16 模擬古墳の模式図 

 

図 2-17 石室での金属試料、腐食センサ、濡れセンサの設置状況 
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図 2-18 各金属試料およびセンサ類の設置状況 

 

図 2-19 石室内床面土中の pH および ORPの測定箇所と炭素鋼、青銅試料、高スズ青銅の位置

関係 

上図は石室の上面から俯瞰した図であり、数字は pHおよび ORPの測定箇所を示す。なお、pH

および ORPの測定は 2014年 9月 30日に実施した。 

 

 



48 

 

２．３．２ 結果および考察 

２．３．２．１ 腐食のモニタリング 

2014年 1月 31日～2016年 1月 21日の各 ACM センサより得られたセンサ出力の変化、

濡れセンサの出力、石室の天井および床面の温度、石室内および床面土中の O2濃度、石室

内の CO2濃度、床面土中の水分ポテンシャル、および調査地の降水量の変化を図 2-20 に示

す。なお、同条件で設置した ACM センサの出力の変化は同様の傾向を示したため、図 2-21

では No.3（カサなしセンサ）、No.6（カサありセンサ）および No.7（土中センサ）の出力

を示した。石室内の ACM センサの出力はカサありセンサ、カサなしセンサともに７月から

９月の夏期にかけて上昇し、11 月から 3 月の冬期にかけて低下する傾向を示した。また、

カサなしセンサでは夏期においては連続したセンサ出力が認められるものの、冬期では断

続的な出力に変化した。一方で、カサありセンサは夏期では連続したセンサ出力が認められ

るものの、冬期では検出限界以下、もしくは低いセンサ出力を示した。特に No.6 のセンサ

出力は年間を通じて検出限界以下の場合が多く、夏期でのみわずかに出力が認められた。カ

サなしセンサで得られたセンサ出力から算出した腐食速度の変化を図 2-21 に示す。カサな

しセンサの出力から算出された腐食速度は夏期では約 0.2～2 mm/y に達し、冬期において

は 0.1~0.7 mm/y を示した。 

 石室の温度は夏期では天井石の温度が床面に比べて高く、冬期では床面が天井石に比べ

て高い傾向を示した。すなわち、夏期では天井石が高温部、床面が低温部となり、冬期では

天井石が低温部、床面が高温部となった。なお、低温部と高温部の逆転は４月と 11 月頃に

認められた。また、石室内に設置した濡れセンサの出力は天井石付近に設置した濡れセンサ

（W.S. No.1）では 10 月ごろから上昇した後、冬期にかけて上限の出力値が維持され、６月

ごろから低下する挙動を示した。すなわち、天井石の結露は冬期において顕著であると考え

られる。また、ACM センサ付近に設置し、天井石からの水滴の滴下を防止するための覆い

を施した濡れセンサ（W.S. No.3）では、下限値を示す場合が多いものの、夏期にかけてわ

ずかに上昇する傾向が認められた。したがって、濡れセンサの挙動から夏期では床面側が低

温部となることで石室下部に設置した ACM センサ自体に結露が生じるものと考えられる。 

 一方で土中に設置した ACM センサでは通年、高い連続した出力を示し、石室内に設置し

た ACM センサに比べて高い出力を示した。また、降水量が多い時には土中の ACM センサ

の出力が増加しており、この際、床面土中の水分ポテンシャルが増加することが認められた。 
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図 2-20 ACMセンサ、濡れセンサ、石室の天井および床面の温度、石室内と床面土中の O2濃

度、石室内の CO2濃度、床面土中の水分ポテンシャルおよび降水量の変化 2-3 

A：ACMセンサ出力（カサなしセンサ：No.3、カサありセンサ：No.6、土中センサ：No.7）、B：

濡れセンサ出力、C：石室内温度、D：O2、E：CO2
2-4、F：水分ポテンシャルおよび降水量 
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図 2-21 カサなし ACM センサから得られた腐食速度の変化 

腐食速度は表 2-6の実験式を用いて算出 

 

 

２．３．２．２ 金属試料の腐食状態 

各金属試料の状態の変化を図 2-22 と 2-23 に、９ヶ月、22 ヶ月および 34 ヶ月経過した

各金属試料の状態を図 2-24 に示す 2-5。また、金属試料の表面から検出された腐食生成物の

一覧を表 2-8 に、床面土中の pH および ORP を表 2-9 に示す。以下にこれらの結果から得

られた炭素鋼、青銅の腐食状態を示す。 

 

（a） 炭素鋼試料 

炭素鋼の懸垂試料では、その下端部に褐色の殻状の腐食生成物が観察された（図 2-25）。

下端部に認められた褐色の腐食生成物は結露水が下端部に集まる箇所において形成される

とともに、その成長は夏期において顕著であることが認められた（図 2-22、23）。一方で、

土中試料では全面に褐色、黒色の腐食生成物が形成されるとともに、小石が接触した箇所に

おいて炭素鋼が顕著に減肉している状態が観察された（図 2-26）。XRD 分析では懸垂試料、

土中試料から針鉄鉱（Goethite: α-FeOOH）、鱗鉄鉱（Lepidcrocite: γ-FeOOH）および

磁鉄鉱（Magnetite: Fe3O4）が検出された。炭素鋼の懸垂試料および土中試料の断面の SEM

像と酸素（O）、ケイ素（Si）および鉄（Fe）の元素マップを図 2-27 に示す。懸垂試料（A-

1）ではその下端部に殻状に腐食生成物が形成されており、この腐食生成物と O、Fe の分布

が一致した。また、殻状の腐食生成物の内部で、炭素鋼が顕著に減肉している状態が観察さ

れた。一方で、土中試料（A-2）では腐食生成物が厚く、SEM 像中の破線で示したその底部

で炭素鋼の減肉が生じていることが認められた。元素マップでは腐食生成物と O、Fe の分

布が一致しているとともに、腐食生成物の内部で土粒子に由来すると考えられる Si が検出

される箇所が観察された。すなわち、土粒子が炭素鋼に接触した箇所で、その減肉が顕著で

あることが認められた。 

 

（b） 青銅試料 

青銅の懸垂試料では黒色の腐食生成物の上部に円盤状の緑色を呈する腐食生成物が観察

された（図 2-28）。XRD 分析では低スズ青銅および高スズ青銅ともに緑色部から孔雀石

（Malachite: CuCO3Cu(OH)2）が検出された。孔雀石は青銅の上部分で形成され始め、徐々
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にその領域が拡大し、その成長は夏期に顕著であることが観察された（図 2-22、23）。また、

高スズ青銅では低スズ青銅に比べて孔雀石の成長が緩慢であることが認められた。低スズ

青銅および高スズ青銅の懸垂試料の断面の SEM 像および炭素（C）、O、銅（Cu）およびス

ズ（Sn）の元素マップを図 2-29 に示す。低スズ青銅では表面が針状の約 100 µm の厚みを

有する腐食生成物の底部に微細な粒子が集合した腐食生成物が局所的に観察された。元素

マップでは表面が針状の腐食生成物と O、Cu の分布が一致した。また、底部の微細な粒子

が集合した腐食生成物と O、Sn の分布が一致し、Cu の分布もわずかに認められた。した

がって、XRD 分析と観察の結果を考慮すると、針状に成長した孔雀石の底部にスズの酸化

物が生じていると考えられる。一方で、懸垂試料の高スズ青銅では低スズ青銅と同様に表面

が針状に成長した孔雀石が認められるものの、それ以外の箇所では約 10 µm の厚みを有す

る微細な粒子が集合した腐食生成物層が観察された（図 2-29 B-2）。この腐食生成物層とO、

Sn の分布が一致するとともに局所的に O、Cu が強く検出される箇所が存在した。したが

って、高スズ青銅で認められた薄い腐食生成物層は主にスズの酸化物であり、その内部に局

所的に銅化合物の粒子が含まれていると考えられる。 

 一方で、青銅の土中試料では試料全体に緑色の腐食生成物が形成され、局所的に褐色の腐

食生成物が認められた。また、低スズ青銅、高スズ青銅で表面の状態や検出された腐食生成

物に顕著な差異は観察されなかった。XRD 分析では青銅の土中試料の緑色部から孔雀石が

検出された。土中に設置した低スズ青銅と高スズ青銅の SEM 像および C、O、Cu および

Sn の元素マップを図 2-30 に示す。低スズ青銅、高スズ青銅ともに厚さ約 20 µm の腐食生

成物が形成されており、腐食生成物と O、Cu の分布が一致した。XRD 分析の結果を考慮す

ると、この腐食生成物は孔雀石であると考えられる。また、低スズ青銅では孔雀石の底部に

局所的に微細な粒子が集合した腐食生成物が観察され、この腐食生成物と O、Sn の分布が

一致することが認められた。一方で、高スズ青銅では腐食生成物層と O、Cu および Sn の

分布が一致した。したがって土中に設置した、低スズ青銅では局所的にスズの酸化物が形成

されており、高スズ青銅ではスズの酸化物が層状に形成される傾向が認められた。 

 

（c） 腐食速度の変化 

 重量減少より算出した炭素鋼、青銅の腐食速度の変化を図 2-31 に示す。炭素鋼の懸垂試

料で得られた腐食速度は試験開始から低下し、２年間および３年間設置した試料では概ね

同等の値まで低下した。その腐食速度は約１年間設置したものでは 0.002~0.008 mm/y を

示し、2 年以降では 0.0003～0.001 mm/y に低下した。同様に炭素鋼の土中試料においても

試験開始から腐食速度が低下する傾向を示した。その腐食速度は約１年間設置したもので

は 0.025~0.038 mm/y を示し、３年経過した炭素鋼試料では 0.018 mm/y まで低下した。土

中試料の腐食速度は懸垂試料に比べて著しく高く、3 年経過した時点では懸垂試料に比べて

約 40 倍の腐食速度を示した。 

青銅においても腐食速度は試験開始から徐々に低下する傾向を示し。低スズ青銅の懸垂
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試料および土中試料では試験期間の増加に伴う腐食速度の低下が緩やかとなる傾向を示し

た。一方で、低スズ青銅と高スズ青銅の金属組成による腐食速度の差異、ならびに懸垂試料

と土中試料の設置状況による腐食速度の明瞭な差異は認められなかった。 

 

 

表 2-8 各金属試料から検出された腐食生成物 

供試体 設置状態 
検出された腐食生成物 

９カ月 22 カ月 34 カ月 

炭素鋼

（SS400） 

石室内 
鱗鉄鉱（γ-FeOOH） 

磁鉄鉱（Fe
3
O

4
） 

針鉄鉱（α-FeOOH） 

鱗鉄鉱（γ-FeOOH） 

磁鉄鉱（Fe
3
O

4
） 

針鉄鉱（α-FeOOH） 

磁鉄鉱（Fe
3
O

4
） 

床面土中 
針鉄鉱（α-FeOOH） 

磁鉄鉱（Fe
3
O

4
） 

針鉄鉱（α-FeOOH） 

鱗鉄鉱（γ-FeOOH） 

磁鉄鉱（Fe
3
O

4
） 

磁鉄鉱（Fe
3
O

4
） 

低スズ青銅

（C5191） 

石室内 
孔雀石（CuCO

3
Cu(OH)

2
） 

赤銅鉱（Cu
2
O） 

孔雀石（CuCO
3
Cu(OH)

2
） 

孔雀石（CuCO
3
Cu(OH)

2
） 

赤銅鉱 (Cu
2
O) 

床面土中 孔雀石（CuCO
3
Cu(OH)

2
） 孔雀石（CuCO

3
Cu(OH)

2
） 孔雀石（CuCO

3
Cu(OH)

2
） 

高スズ青銅

（CAC502A） 

石室内 孔雀石（CuCO
3
Cu(OH)

2
） 

孔雀石（CuCO
3
Cu(OH)

2
） 

赤銅鉱（Cu
2
O） 

孔雀石（CuCO
3
Cu(OH)

2
） 

床面土中 孔雀石（CuCO
3
Cu(OH)

2
） 孔雀石（CuCO

3
Cu(OH)

2
） 孔雀石（CuCO

3
Cu(OH)

2
） 

 

 

 
表 2-9 床面土中の pH および ORP 

(測定箇所は図 2-19 の番号に対応) 
 

 測定箇所 pH ORP (mV vs SHE)  

 No.1 4.90 607  

 No.2 4.21 648  

 No.3 4.10 664  

 No.4 4.52 634  

 No.5 4.22 635  

 No.6 4.23 655  
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図 2-22 炭素鋼、青銅および高スズ青銅の状態の変化１ 
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図 2-23 炭素鋼、青銅および高スズ青銅の状態の変化２ 
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図 2-24 ９カ月、22カ月および 34カ月経過した金属試料の腐食状態 

 
図 2-25 石室内に設置した炭素鋼の光学顕微鏡像 

 
図 2-26 床面土中に設置した炭素鋼の光学顕微鏡像 

 
図 2-28 石室内に設置した低スズ青銅の光学顕微鏡像 
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図 2-27 炭素鋼試料の断面の SEM像および酸素、ケイ素、鉄の元素マップ 

A-1：石室内に設置した炭素鋼、A-2：床面土中に設置した炭素鋼 

（A-2 の破線部は炭素鋼が局所的に減肉した箇所を示す。） 
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図 2-29 石室内に設置した青銅の SEM像および炭素、酸素、銅、スズの元素マップ 

B-1：低スズ青銅、B-2：高スズ青銅、BEI 1の枠内：BEI 2の観察範囲 
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図 2-30 床面土中に設置した青銅の SEM像および炭素、酸素、ケイ素、銅、 

スズの元素マップ 

C-1：低スズ青銅、C-2：高スズ青銅、BEI 1の枠内が BEI 2 の観察範囲 
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図 2-31 炭素鋼および青銅試料の腐食速度の変化 

上図：炭素鋼、下図：低スズ青銅および高スズ青銅 
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２．３．２．３ 環境の季節的な変化が石室内の金属製遺物の腐食に及ぼす影響 

腐食のモニタリングでは石室内に設置した ACM センサの出力が夏期に上昇し、冬期に低

下する変動を示した。また、カサなしセンサの出力は夏期では連続した出力を示すものの、

冬期では断続的な出力を示すことから、石室内の環境の季節変化が鉄製遺物の腐食に影響

を及ぼすと考えられる。石室内の相対湿度は年間を通して 100%を維持しており、O2 濃度

は冬期に約 18~19%を示し、夏期に低下する挙動を示している（安井ら：2015）（図 2-20）。

ただし、夏期においても O2 濃度は約 12.7%を維持していることから（安井ら：2015）（図

2-20）、年間を通じて腐食のカソード反応は DO の還元が主であると考えられる。石室内の

温度は夏期では約 22 ℃、冬期では約９ ℃を示し、夏期と冬期では 10 ℃以上の温度差が

認められる。鉄の大気腐食の活性化エネルギーは 52.7 kJ/mol とされ（Pacheco and 

Ferreira : 1994）、石室内での腐食の速度定数がアレニウス式に従うとすると 10℃の温度の

増加で腐食速度は約２倍に上昇すると考えられる。石室内に設置した ACM センサから得ら

れた腐食速度は冬期に比べて夏期では約 2 倍以上に上昇しており、石室内の鉄製遺物の腐

食速度に対しては、石室内の温度変化が顕著に影響を及ぼすと考えられる。 

また、試料表面の水膜の厚さが腐食速度に影響を及ぼすことも知られており、水膜の厚み

が薄くなるにつれ DO の炭素鋼表面への供給が速やかになることで腐食速度は上昇する。

さらに水膜が薄くなると、アノード反応によって溶出した Fe2+の濃縮が生じるため、水膜

中の Fe2+濃度が上昇する。その結果、アノード反応が腐食の律速段階となり腐食速度は低

下し、最終的に停止する（Hœrle et al. : 2003）。近年の研究では腐食速度は水膜の厚さ 50 

µm で極大を示すことが知られている（押川ら：2003）。したがって、石室内に埋納された

鉄製遺物の腐食の把握という観点においても、水膜の形成要因とその状態を把握すること

が重要である。濡れセンサの挙動から石室内における結露の発生を検討すると、天井石付近

に設置した濡れセンサ（W.S.No.1）の出力は 10 月から上昇した後、冬期に上限の出力値が

維持され、６月から低下する挙動を示しており、天井石での結露は冬期において顕著である

と考えられる。また、ACM センサ付近に設置し、天井石からの水滴の滴下を防止するため

の覆いを施した濡れセンサの出力（W.S.No.3）の変化から、夏期では床面付近に設置した腐

食センサが結露しやすい状態であることが示される。また、石室の天井石および床面の温度

分布は冬期では天井石が低温部、夏期では床面が低温部となっている。相対湿度が常に

100%の石室内では低温部において結露が生じるため、石室内の温度分布からも冬期は天井

付近、夏期は床面付近で結露が生じやすいと考えられる。したがって、カサを施していない

ACM センサで冬期に求められる断続的な出力は天井石での結露で生じた水が滴下したた

めと考えられる。一方で、夏期の連続した出力はセンサ自体の結露によってセンサが濡れた

状態が維持されることに起因すると考えられる。カサありセンサの No.6 のセンサ出力は年

間を通じて検出限界以下の場合が多く、夏期にのみ連続した出力が認められていることか

らも、カサなしセンサの冬期の出力は天井石からの水の滴下が要因と考えられる。石室内の

O2濃度は夏期に低下するため、カソード反応を引き起こす ACM センサ表面の水膜中の DO



61 

 

濃度は冬期に比べて夏期に低下すると考えられるものの、ACM センサ出力は夏期に上昇す

る傾向を示した。石室内の金属製遺物の腐食に対しては、石室内で生じる ACM センサ表面

の水膜の DO 濃度の変化の影響に比べて、その水膜の有無や厚み、温度の上昇による影響

が大きいと考えられる。 

土中の ACM センサは石室内の ACM センサに比べて通年高い連続した出力を示してい

ることから、石室内に比べて床面土中では腐食が顕著であると考えられる。床面土中の水分

ポテンシャルは上限値の-5 kPa を概ね維持していることから（図 2-20）、床面土中は高い水

分状態が維持されていると考えられる。一方で、床面土中の O2濃度は夏期に低下し、冬期

に上昇する季節変動を示すものの、夏期においても 13%を維持している（図 2-20）。また、

ORP は+607~664 mV を示しており、DO が消失する ORP は約+332 mV とされているこ

とも考慮すると（若月: 1997）、土中の間隙水中には DO が含まれていると考えられる。ま

た、床面土中の色調は褐色を呈しており、水分飽和した土中でみとめられる緑色ないし黒色、

あるいは周期的に含水状態が飽和から不飽和に移行する土中でみとめられる褐色と灰色か

らなる斑紋などの特徴は認められない（Bolt and Bruggenwert: 1980）。以上を考慮すると、

土中は高含水状態ではあるものの水分は飽和した状態には至っておらず、土中の空隙には

気相が存在する状態であると考えられ、２．２．３．１で示した図 2-10 Ⅱの状態と推察さ

れる。前節での実験室実験の結果も考慮すると、床面土中は高含水状態を維持しており

ACM センサ表面に常に水膜が形成された状態が維持されているとともに、気相 O2 が速や

かに供給される状態であるため、年間を通じて腐食が顕著に生じる状態と考えられる。また、

土中の ACM センサでは降雨が生じた際にセンサ出力が増加する傾向を示し（図 2-20）、床

面土中の水分ポテンシャルは上昇した後、速やかに低下した（図 2-20）。降雨の後に速やか

に土中の含水状態が低下することから、降雨にともなって土中の間隙水が移流によって移

動していると推察される。したがって、降雨にともなって雨水中に含まれる DO が鉄製遺

物に供給されること、また溶出した Fe2+が鉄製遺物から除去されることも、腐食の促進に

影響を及ぼしていると推察される。また、センサ出力は石室内に設置した ACM センサに比

べて顕著に高く、このことは炭素鋼を用いた劣化試験の結果とも整合する。 

 

２．３．２．４ 石室内での鉄製遺物の腐食 

炭素鋼の懸垂試料では、その下端部に針鉄鉱と磁鉄鉱から成る殻状の腐食生成物が生じ

ており、断面の観察から殻状の腐食生成物の底部において炭素鋼の減肉が顕著であること

が示された。懸垂試料の腐食の模式図を図 2-32 に示す。懸垂試料に形成される水膜はその

側面は薄く、下端部では側面の水膜が流れて集まることで厚くなるものと考えられる。腐食

の初期では腐食反応にともない側面の薄い水膜、下端部の厚い水膜中の DO がともに消費

され、側面の薄い水膜部では炭素鋼表面への DO の供給が速やかであるのに対し、下端部

の厚い水膜部では DO の供給が緩慢であるため、側面の水膜に比べて下端部の水膜で DO

濃度が低い状態が形成されると考えられる（図 2-32 Ⅰ～Ⅱ）。その結果、酸素濃淡電池の
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原理で（下平：2000）、側面の薄い水膜がカソード、下端部の厚い水膜がアノードとしてマ

クロセル腐食が進行したと考えられる（図 2-32 Ⅲ）。さらに腐食の進行に伴い下端部の水

膜中の Fe2+濃度が上昇し、気液の界面で酸化反応が生じることで下端部に殻状の腐食生成

物が生じたと考えられる（図 2-32 Ⅳ）。 

 一方、土中試料では試料全体に褐色の酸化鉄からなる腐食生成物が認められ、断面の観察

から粗粒な土粒子が接触した箇所で炭素鋼が顕著に減肉している状態が観察された。土中

試料の腐食の模式図を図 2-33 に示す。土中試料の場合、粗粒な土粒子が炭素鋼に接触した

箇所では水膜が厚い状態が生じる（William and Glen: 1968）（図 2-33 Ⅰ）。その結果、懸垂

試料と同様に土粒子が付着した水膜の厚い箇所がアノードとなり（図 2-33 Ⅱ）、局所的に

減肉したと考えられる（図 2-33 Ⅲ）。また、Fe-H2O 系の電位-pH 図を図 2-34 に示す。土

中試料では腐食生成物として主に針鉄鉱や鱗鉄鉱などの腐食生成物が検出されており、床

面土中の pH、ORP から推定される安定な腐食生成物層と概ね一致する。土中試料では腐

食生成物として磁鉄鉱も検出されているものの、これは腐食にともない針鉄鉱などの腐食

生成物が成長することで炭素鋼と腐食生成物層の界面が還元状態に移行した結果、酸化鉄

（Ⅲ）が還元されることで磁鉄鉱が形成されたためと考えられる。 

ACM センサおよび金属試料の腐食状態および腐食速度を考慮すると、石室内に比べて床

面土中では腐食が顕著である（図 2-20、2-31）。その要因として、懸垂試料では季節によっ

て試料表面の水膜の状態が変化するのに対して、土中の水分状態は水分ポテンシャルの値

から常に高い含水状態が維持されており、常に炭素鋼の表面が濡れた状態であることが挙

げられる。また、懸垂試料の表面の水膜は結露に由来するため、水膜の電気伝導度は低いの

に対して、土中では間隙水の電気伝導度が高いことも腐食を促進させた要因と考えられる

（Revise and Uhling: 2008）。さらに、懸垂試料では水膜が金属試料の表面にとどまってい

るのに対して、土中試料では降雨にともない表面の水膜が移流によって移動することで溶

出した Fe2+が除去されるため、腐食は促進されたと考えられる。また、懸垂試料、土中試料

ともに時間の経過にともない腐食速度が低下しており、これは腐食生成物層の形成によっ

て DO の供給が抑制されたことが要因と考えられる。特に、1 年以上経過した懸垂試料の腐

食速度は極めて低い腐食速度を示している。これは殻状の緻密な腐食生成物がアノードに

形成され、アノード反応が抑制されたことで腐食速度が低下したと考えられる。 

 古墳の石室内や横穴墓から出土した鉄製遺物の腐食量については数例の報告がなされて

おり（Yoshikawa et al.: 2008，吉川ら：2012）、その腐食量は約 1200 年埋蔵された鉄製遺

物で約 1 mm（Yoshikawa et al.: 2008）、約 1500 年で 0.5 mm（吉川ら：2012）と見積も

られている。これらの結果を平均の腐食速度に換算した場合、それぞれ 0.0008 mm/y、

0.0003 mm/y となる。石室内に設置した炭素鋼から得られた腐食速度は 0.0003～0.001 

mm/y を示した。石室内に設置した炭素鋼ではマクロセル腐食が生じており、全面腐食での

腐食速度ではないことを考慮する必要はあるものの、実際の古墳から出土した鉄製遺物の

腐食速度と同等の値を示した。これまで、埋蔵環境下における鉄製遺物の腐食速度に対して
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は周辺の O2濃度とその供給を中心に検討がおこなわれてきた（Yoshikawa et al. : 2008, 三

井：2015 など）。模擬古墳での調査から、石室内に設置された鉄製遺物の腐食に対しては、

石室内の O2濃度のみではなく、表面の水膜の状態に由来する腐食形態も顕著に影響を与え

ると考えられる。 

 

 

 

図 2-32 懸垂した炭素鋼試料の腐食の機構の模式図 

 

 

図 2-33 土中に設置した炭素鋼試料の腐食の機構の模式図 
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図 2-34 Fe-H2O 系の電位-pH 図ならびに床面土中の pH および ORP2-6、2-7 

□：No.1、◇：No.2、△：No.3、〇：No.4、×：No.5、＋：No.6 

 

２．３．２．５ 石室内での青銅製遺物の腐食 

 石室内、床面土中試料の腐食生成物の XRD 分析、断面の観察から青銅は概ね均一に腐食

しており、その表面に針状に成長した孔雀石の形成が認められた。また、孔雀石の底部の腐

食生成物では O および Sn が分布していることから、孔雀石の底部で観察される黒色の腐

食生成物はスズの酸化物である錫石（Cassiterite: SnO2）であると考えられる。低スズ青銅、

高スズ青銅ともに懸垂試料に形成される孔雀石の成長は試料の上部分から始まり、特に夏

期にかけて顕著であった（図 2-22、23）。大気環境下に銅が置かれた場合、腐食生成物とし

て赤銅鉱（Cuprite: Cu2O）が形成された後、大気中の塩化物イオン（Cl-）などが金属表面

の水膜に溶け込み、アノード反応として溶出した銅イオン（Cu2+）とカソード反応によって

生じた水酸化物イオン（OH-）などの反応により緑青が生じる（渡部ら：2009）。石室内の

青銅も同様に、腐食の初期において水膜中の DO によって腐食が生じ、腐食生成物として

赤銅鉱が生じたと考えられる。その後、石室内の CO2 が水膜に溶解することで、腐食生成

物として孔雀石が生じたと考えられる。石室内の CO2 濃度は冬期に３%まで低下し、夏期

には 10%以上に上昇している（安井ら：2015）（図 2-20）。表 2-10 に石室内の CO2濃度が
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１%、５%、10%に変化した場合の青銅の表面の水膜中の全炭酸濃度（Ct）を示した 2-8。し

たがって、青銅表面の水膜中の Ctは冬期では約 10-3 mol/L、夏期では約 10-1 mol/L まで上

昇すると考えられる。図 2-35 は孔雀石、黒銅鉱（Tenorite: CuO）について青銅表面の水膜

中の各々の Ct における、pH に対して優先して生成する銅化合物を示した図である 2-9。図

2-34 より、冬期で観測された CO2濃度（Ct: 10-3 mol/L）ではすべての pH で黒銅鉱が安定

であるものの、夏期の CO2濃度に相当する Ct : 10-1 mol/L では、pH3.4~８までの広い範囲

で孔雀石が安定である。水膜の pH は炭酸系の化学平衡に支配されることから、その値は

4.4～4.9 の弱酸性を示すと考えられる 2-10。したがって、青銅試料では夏期における CO2濃

度の上昇によって、孔雀石が形成すると考えられる。この結果は石室内の青銅試料の定期的

な観察結果と整合する。また、土中に埋蔵された青銅製遺物においても腐食の初期に赤銅鉱

が形成された後、孔雀石などの緑青が生じるとされている（Scott : 2002）。床面土中に設置

した青銅試料においても、夏期の CO2 濃度の上昇にともなって孔雀石が成長したと考えら

れる。CO2濃度の上昇が青銅製遺物の腐食速度に及ぼす影響については、水膜の pH 低下に

起因する酸化銅皮膜の溶解にともなう腐食の促進と孔雀石の形成による腐食の抑制の 2 つ

の効果が考えられ、これらの影響の大小については今後検討を進める必要がある。 

 また、図 2-29 で示した石室内試料の断面の観察から、スズの酸化物の腐食生成物層の形

成は高スズ青銅で顕著であることが認められた。Cu-H2O 系、Sn-H2O 系の電位-pH 図を図

2-35 に示す。なお、図 2-35 には床面土中の pH および ORP もあわせて示した。銅は pH

が約６以下の酸性で腐食域にあるのに対し、スズは広い電位、pH 領域で錫石が安定であり、

被膜として作用する。床面土中の pH および ORP においても、銅は Cu2+が安定で腐食域に

位置するのに対し、スズでは錫石が安定な領域に位置する。低スズ青銅および高スズ青銅の

重量減少より算出した腐食速度では明瞭な差異は認められていないものの、青銅試料の断

面状態の観察結果を考慮すると高スズ青銅では表面にスズの酸化皮膜が形成されやすく、

スズの酸化物によって腐食が抑制されると考えられる。したがって、スズの含有量が高い青

銅製遺物ではスズの酸化皮膜が生じることで腐食が抑制される傾向にあると考えられる。

形状が良好に残存している青銅製遺物では、表面の黒色の腐食生成物層から錫石が検出さ

れることが報告されており（Wang et al.: 1995）、本実験の結果は出土青銅製遺物の腐食状

態とも整合する結果である。 

 

表 2-10 石室内の二酸化炭素濃度と青銅表面に形成される水膜中の 

全炭酸濃度の関係 2-6、2-8 

 
  

 Concetration of CO2 (%)  

  1 5 10  

 
Ct 

（mol/L） 
pH 

4 10-3.4 10-2.7 10-2.4  

 5 10-3.1 10-2.4 10-2.1  

 6 10-2.3 10-1.6 10-1.3  
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図 2-35 孔雀石、黒銅鉱の形成条件に及ぼす全炭酸濃度の影響 2-6、2-9 

 

 

 

図 2-36 Cu-H2O 系および Sn-H2O系の電位-pH図 2-6、2-7 

□：No.1、◇：No.2、△：No.3、〇：No.4、×：No.5、＋：No.6 
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２．３．２．６ 古墳の石室内における金属製遺物の現地保存の検討 

 模擬実験による検討から、石室内の O2濃度は夏期に低下し、冬期に上昇する季節変動を

示すものの、夏期においても 12.7%を維持することが認められた。一方で、金属製遺物の腐

食速度に対してはカソード反応を引き起こす石室内の O2濃度の変動の影響に比べて金属製

遺物の表面の水膜の状態の影響が支配的であると推察された。また、金属製遺物の表面の水

膜の形成の機構は季節に応じて変動することが認められた。腐食を引き起こす水膜は夏期

においては金属製遺物の結露によって形成され、冬期においては低温部となる天井での結

露によって生じた水が滴下することで形成されると考えられ、石室内での結露量を低下さ

せることで金属製遺物の腐食は抑制されると推察される。また、夏期の気温の上昇にともな

い腐食速度が上昇すると考えられたことから、夏期の温度の上昇を抑制することで、金属製

遺物の腐食が緩慢になると考えられる。したがって、古墳の石室内において金属製遺物の腐

食が抑制される環境条件として、１）－１石室内の結露の発生量を低下させること、１）－

２夏期の温度上昇を緩慢にすることが挙げられる。また、石室内の O2濃度の挙動を考慮す

ると、数%の低下では金属製遺物の腐食の抑制は認められないものの、腐食の酸化剤である

DO 濃度の低下は腐食速度を低下させると考えられることから、１）－３O2 濃度が枯渇し

た環境を作り出すことも腐食が抑制される条件と考えられる。 

 年間を通じて相対湿度が常に 100%を維持している石室内において、結露の発生量を抑制

するためには石室内の温度の斑を可能な限り小さくすることが挙げられる。したがって、石

室内での金属製遺物の腐食を抑制させる環境改善案としては古墳の断熱を図ることが挙げ

られる。古墳の断熱性を向上させることで、石室内の結露量が抑制されるとともに、夏期の

温度の上昇も緩慢になることで、金属製遺物の腐食が抑制されると考えられる。１）－３の

石室内の O2 濃度の低下に関しては、石室内への O2 の供給は墳丘の地表面からの拡散によ

るものが主と考えられることから、O2不透過性のシートなどを用いて O2の供給を抑制させ

る方法などが考えられるが、墳丘の地表面からの O2の供給を抑制させることで石室内の O2

が枯渇した状態が形成されるかについては、さらに検討を進める必要があると考えられる。 

次に石室内の床面土中における金属製遺物について検討する。石室内の床面土中は高い

含水状態が維持されているものの、土中の空隙には気相が存在し、気相 O2が供給されるこ

とで、間隙水は DO を含んでいると考えられる。DO が存在し、金属製遺物の表面では濡れ

た状態が維持されることから、金属製遺物の保存にとって劣悪な環境と考えられる。また、

降雨にともない床面土中の含水状態が上昇した際に腐食速度が上昇することも認められた。

以上の結果を考慮すると、石室内の床面土中にある金属製遺物の腐食を抑制させる環境条

件として、２）－１床面土中の温度上昇を抑制すること、２）－２DO 濃度が低く、金属製

遺物への DO の供給が緩慢な状態にすること、もしくは２）－３土中が乾燥した状態を維

持し、金属製遺物の表面の水膜が薄く、腐食がアノード反応に律速された状態を維持するこ

とこと、が挙げられる。 

 床面土中の金属製遺物の腐食の抑制のために、古墳の石室内部において２）－２の条件を
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作るためには、古墳の地表面からの気相 O2の供給を抑制すること、もしくは墳丘の土中が

水分飽和した状態を作り出し、DO の供給が拡散のみによって生じる状態を作り出すことが

考えられるが、後者は現実的に困難であると考えられる。先にも検討したように、前者は古

墳の地表面からの O2の供給を抑制させることが考えられるが、その方法と効果については

詳細に検討する必要があると考えられる。また、２）－３については、古墳の立地や構造の

影響も受けると考えられるが、床面土中の乾燥状態を作り出すのは現実的に困難であると

考えられる。降雨による水の供給を抑制し、石室内の含水状態の短期間の変動を抑制するこ

とも腐食を抑制させると考えられる。 

 したがって、石室内に位置する金属製遺物の現地保存を実施するにあたって、墳丘の断熱

性を向上させることは、夏期の温度上昇の抑制および石室内の結露量の低下の観点から有

効であると考えられる。また、墳丘地表面からの O2の供給の抑制をおこない、石室内 O2濃

度を低下させる方法も考えられ得るが、これについては古墳において O2が枯渇した環境を

作り出すことが可能か詳細に検討を進める必要があると考えられる。 

 

２．３．２．７ 古墳出土金属製遺物の保管時の劣化の可能性と埋蔵環境の影響 

 炭素鋼の懸垂試料では下端部において褐色の殻状の腐食生成物が認められ、殻状の腐食

生成物の下端部において減肉が顕著であることが認められた。これは、下端部の水膜の厚い

箇所で DO 濃度が低下することで、アノードとして固定され、マクロセル腐食が生じたた

めと考えられた。このようにアノードとカソードが固定されて腐食する局部腐食が生じた

場合、電気的中性を満たすためにアノードに Cl-などのアニオンが集積すると考えられ、こ

れによって鉄製遺物の保管時の腐食を引き起こす塩化物塩が形成されると考えられる。一

方で、SEM-EDX による元素マップでは、減肉部において Cl の分布は観察されず、アノー

ドにおける Cl-の集積は認められなかった。これは懸垂試料の表面に形成される水膜は金属

表面での結露および天井石において結露した水の滴下によって付着した凝縮に由来するも

のであり、水膜中の Cl-濃度が低いことが要因と考えられる。したがって、石室内の空間に

おいて腐食した鉄製遺物では内部に局部腐食が生じるものの、内部への塩化物塩の集積が

生じにくいと推測される。 

 また、炭素鋼の土中試料では土粒子が接触した箇所において減肉が顕著であることが認

められ、これも土粒子との接触部においては水膜が厚い状態が形成されることで、アノード

として固定され局部腐食が生じていると考えられた。ただし、元素マップではアノードとし

て固定されたと考えられる土粒子と接触した減肉が顕著な箇所において Cl の集積は認めら

れなかった。土中の間隙水の Cl-濃度が実測されていないためこの要因を特定することはで

きないものの、Cl の集積が生じていない要因として、土中の Cl-濃度が低いことなどが可能

性として挙げられる。 

 青銅試料では懸垂試料および土中試料ともに均一に減肉が生じており、局所的に減肉し

た状態は認められなかった。また、元素マップにおいても Cl が集積した状態は観察されな
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かった。銅合金においても皮膜が形成され、皮膜が破壊されることで Cl-が集積することが

知られている（腐食防食学会: 1993）。断面観察では高スズ青銅においてスズ石の皮膜が形

成されやすいことが観察されていることから、青銅製遺物の内部の塩化物塩の集積におい

ては埋蔵環境の影響だけではなく、青銅の金属組成や組織の要因も考慮する必要があると

考えられる。 

 模擬実験における炭素鋼試料および青銅試料の断面観察では保管時の腐食を引き起こす

内部の塩化物塩の集積は認められなかった。初期状態が把握されている金属試料の腐食状

態の詳細な分析と石室内の環境の測定をおこなうことで金属製遺物の局部腐食発生の過程

および Cl-の分布の状況が把握されたことは、模擬実験による金属製遺物の腐食研究による

成果と考えられる。一方で、実際の古墳の石室内から出土した鉄製遺物および青銅製遺物に

おいては保管時に腐食が生じるものも多く認められている。本模擬実験において金属試料

の内部に塩化物塩が集積した状態が認められない要因として、模擬古墳を建設した地盤の

土壌に含まれる Cl-濃度が低かった可能性が挙げられる。また、試験期間がさらに経過する

ことで Cl-が集積する可能性も考えられ、金属製遺物内部における Cl-の集積と土中の Cl-濃

度、腐食期間の関係をさらに精査していく必要があると考えられる。 

 

２．４ 第２章のまとめ 

 第２章では陸域の遺跡における金属製遺物を想定して、土中の含水状態と地盤温度が金

属製遺物の腐食に及ぼす影響を検討するための実験室実験および古墳の石室内の埋蔵環境

が金属製遺物の腐食に及ぼす影響を検討するための模擬古墳を用いた模擬実験を実施した。 

第２章第２節では湿潤土の乾燥過程における炭素鋼と銅の腐食速度のモニタリングから、

土中に埋蔵された鉄製遺物および青銅製遺物の腐食に及ぼす温度および土中の水分状態の

影響を検討する実験室実験を実施した。さらに実験室実験の結果に基づいて多数の青銅製

遺物が出土した田熊石畑遺跡における青銅製遺物の腐食、ならびに現地保存における環境

改善案を提示した。実験室実験では鉄製遺物および青銅製遺物ともに、その腐食速度は土中

が水分飽和した状態において停滞し、乾燥にともない含水率が低下することで急激に上昇

し、さらに乾燥が進むにつれて低下すると考えられた。これは、土中が水分飽和した状態で

は間隙水中の DO の拡散が極めて緩慢であるため、金属製遺物の腐食速度が停滞するのに

対して、含水率が低下することで土中に空隙が発生して気相 O2が空隙を介して金属製遺物

の近傍まで供給されるようになるためと推察された。さらに、土中が乾燥した場合、金属製

遺物の表面の水膜中の金属イオン濃度が上昇することで腐食速度がアノード反応に律速さ

れ、低下すると推測された。また、腐食速度は鉄製遺物に比べて青銅製遺物では顕著に低い

こと、周辺の温度が約 10℃上昇するにしたがって金属製遺物の腐食速度が約２倍に上昇す

ることが示された。したがって、鉄製遺物および青銅製遺物の腐食速度に対しては、周辺地

盤の温度も顕著に影響を及ぼすと考えられた。以上の実験室実験の結果に基づいて田熊石
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畑遺跡における青銅製遺物の腐食を検討した結果、現地の土中温度は夏期に比較的高いこ

とから、夏期に青銅製遺物の腐食速度が上昇すると考えられた。また、遺物包含層では高含

水状態であるものの水分は飽和状態に至っておらず、青銅製遺物の保存環境としては劣悪

であるととともに、土中の高含水状態が間欠的に低下した際に、乾湿が繰り返されることで

青銅製遺物の腐食速度が上昇する可能性が示唆された。さらに、田熊石畑遺跡における青銅

製遺物の現地保存のための環境改善案として、夏期の温度上昇を抑制するとともに、土中の

含水状態低下させることで、青銅製遺物の腐食反応がアノード反応に律される状態を作り

出し、青銅製遺物の腐食を抑制させる方法を提示した。 

第２章第３節では模擬古墳の石室内部に腐食センサ、金属試料を種々の条件で設置し、古

墳の石室内環境が金属製遺物の腐食に及ぼす影響について、石室内での環境計測結果を踏

まえながら検討した。金属製遺物の腐食を引き起こす水膜は夏期においては主に遺物自体

の結露、冬期においては天井での結露により生じた水が滴下することで形成されると考え

られた。また、腐食センサを用いた検討から、石室内での鉄製遺物の腐食速度は夏期に上昇

し、冬期に低下すると考えられた。これは鉄製遺物の表面の濡れの頻度や水膜の状態と温度

変化が影響を及ぼすことで、金属製遺物の腐食速度が季節によって変化を示すためと考え

られる。また、鉄製遺物の腐食速度は石室内に比べて床面土中で顕著に高い傾向が認められ

た。これは、石室内においては水膜が鉄製遺物の表面にとどまっているのに対して、土中で

は降雨にともない表面の水膜が移流によって移動することで溶出した Fe2+が除去されるた

め、腐食は促進されたと考えられる。また、鉄製遺物では石室内および床面土中ともに、埋

蔵されてから数年で腐食速度が顕著に低下すると考えられた。一方で、青銅製遺物では石室

内の CO2 濃度の季節変化が腐食生成物である孔雀石の形成に影響を及ぼしており、孔雀石

の成長は夏期に顕著であると推察された。また、青銅製遺物ではスズ含有量の高い試料では、

錫石の緻密な腐食層が形成されていることから、青銅製遺物のスズが腐食の抑制に影響を

及ぼしていることが示された。さらに、古墳の石室内における金属製遺物の現地保存のため

の環境改善案として、古墳の断熱性を向上させ、石室内の結露の発生量を抑制するとともに、

夏期の温度の上昇を緩慢にすることで、金属製遺物の腐食を抑制する方法を提案した。また、

金属試料の腐食状態と Cl の集積の状態について検討し、石室内の炭素鋼試料では局部腐食

が生じた場合においても必ずしもアノードに Cl が集積しないことが観察された。これは、

懸垂試料において腐食を引き起こす水膜は結露により生じた水に由来するため、Cl の供給

が乏しいことが要因と考えられた。 
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註 

2-1 ここでの前室とは環境計測センサの記録機器などを設置するために石室の隣に設けた空間を指す。 

2-2 濡れセンサの表面に液水が付着していない状態では下限値の 440 を示す。また、濡れセンサの上限値

は 1023 である。 

2-3 2014 年 9 月 30 日、2015 年 11 月 26 日および同年 12 月 1 日に認められる石室内温度、O2濃度の急

激な変動は石室を開封して金属試料の回収および計測機器の調整をおこなったことに由来する。 

2-4 CO2 計は毎日０、６、12、18 時にロガを起動させ、測定値を記録した。また、2014 年 9 月 30 日ま

では上限値が４%の CO2計で測定し、2014 年 9 月 30 日以降は上限値が 10%の CO2計に交換し、測

定を実施した。 

2-5 図 2-22、23 は前室の観察用の窓から同一の金属試料の状態を継続して観察して得た図であり、図 2-

24 は一定期間が経過した時点で石室内から取り出した金属試料の腐食状態を示す。 

2-6 表 2-10、図 2-34、図 2-35、図 2-36 は既存の熱力学データを使用して作成した（日本化学会：1984，

Stumm and Morgan: 1996）。 

2-7 電位-pH 図において各金属イオンの濃度は 10-6 mol/L として作図し、電位-pH 図中の破線は水の安定

領域を示す。 

2-8 水膜への CO2の溶解はヘンリー則で与えられるとして算出した。 

2-9 図 2-21 の縦軸は黒銅鉱、孔雀石が生成した際の溶液中の Cu2+濃度を示しており、その値が高い化合

物が優先して形成されることを示す。 

2-10 CO2濃度が１%～10%に変化した場合の水膜の pH は炭酸の電離定数を用いて算出した。 
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第３章 沿岸域に位置する遺跡での鉄製遺物の腐食 

 

 

３．１ はじめに 

 第３章では長崎県松浦市に位置する鷹島海底遺跡を調査地として、出土鉄製遺物の腐食

状態、海底の環境に関する調査および金属試料をもちいた劣化試験を実施し、海洋環境下に

おける鉄製遺物の腐食に及ぼす埋蔵環境の影響について検討する。 

第３章第２節において調査地とした鷹島海底遺跡の概要およびこれまでの研究の成果と

課題について示すとともに、第３章第３節において鷹島海底遺跡から出土した鉄製遺物を

対象として、資料の観察および腐食生成物の同定をおこない、腐食状態を把握する。さらに、

各資料の腐食状態と発掘時の記録を整理し、埋蔵時の状況と鉄製遺物の腐食状態の関係に

ついて検討する。第３章第４節において鷹島海底遺跡の海底における DO の季節変動およ

び堆積物の鉛直方向における酸化還元状態等の差異について調査をおこない、埋蔵環境の

季節変動と堆積物の性状について検討するとともに、得られた結果に基づいて低層海水中、

堆積物中での鉄製遺物の腐食を検討する。さらに、第３章第５節において堆積物中の異なる

深度に炭素鋼と炭素鋼に木材を接触させた供試体を設置し、その腐食状態を調査すること

で、埋蔵深度が鉄製遺物の腐食に対して及ぼす影響について検討する。第３章第６節では第

３章第３～５節で得られた結果に基づいて、海底における鉄製遺物の腐食に及ぼす埋蔵環

境の影響について考察をおこなうとともに、鉄製遺物が海底に埋没してからのその腐食過

程を検討する。さらに、鷹島海底遺跡における金属製遺物の腐食が抑制される環境条件を整

理するとともに、現地保存を実施するための環境改善案、ならびに発掘調査後の鉄製遺物の

埋め戻し法を提示する。また、鉄製遺物の内部に形成される塩化物塩および硫化鉄の形成条

件に着目して、保管時の鉄製遺物の劣化の可能性と埋蔵環境の影響について検討する。 

 

３．２ 鷹島海底遺跡の概要 

 調査地は長崎県松浦市鷹島の南岸に位置する鷹島海底遺跡である。鷹島の立地する伊万

里湾は湾口部が３箇所のみの閉鎖性の強い湾であり（図 3-1）、外海との海水交換が生じに

くいという特性を有している。また、湾内では養殖に伴う餌散布の影響によって、富栄養化

の進行が指摘されている（鈴木・西田：2008）。鷹島海底遺跡は鷹島の南岸線の延長約 12 

km、沖合 200 m の 1,500,000 m2の海域である（図 3-2）。また、2014 年には鷹島の南岸沖

合の約 384,000 m2の海域が国指定史跡鷹島神崎遺跡として指定されている（図 3-2）。 

 鷹島海底遺跡からは蒙古襲来（元寇）に関連した遺物が多数出土している（長崎県松浦市

教育委員会：2014）。これらの遺物は 2 回の蒙古襲来のうち、弘安の役（1281 年）に関連
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するとされており（長崎県松浦市教育委員会：2011a）、暴風雨によって沈没したと推定さ

れる元軍船の船体の一部や冑、刀剣などの金属製品、球形土製品（てつはう）、漆製品など

種々の材質によって構成されている。 

 これまでに鷹島海底遺跡において実施されてきた、主要な学術調査および発掘調査の一

覧を表 3-1 に示す。鷹島海底遺跡は国内の代表的な海底遺跡として位置づけられ、断続的に

学術調査が実施されてきた。また、1992 年～1999 年には鷹島町による確認調査、2001 年

～2002 年には神崎港改修工事に伴う緊急発掘調査が実施されている（長崎県松浦市教育委

員会：2014）。近年、池田榮史氏による物理探査および水中考古学による手法を融合させた

学術研究がおこなわれ、2012 年に鷹島南部の黒津浦において元軍船が発見され（池田：

2013）、これを機に国指定史跡鷹島神崎遺跡としてこの一帯が指定された。さらに 2015 年

に２隻目の元軍船が発見され（池田：2016）、現在に至っている。これらの元軍船は船体の

調査後の引き揚げが困難であること、ならびに引き揚げ後の保存処置を施す十全な設備が

整っていないことなどの理由から、現地において埋め戻しをおこない、仮保存が図られてい

る（池田：2016）。2012 年に発見された元軍船（以下、鷹島１号船と表記）では Cu2+イオ

ンによる生物劣化の抑制の効果を期待した銅網で船体を覆う埋め戻し、2015 年に発見され

た元軍船（以下、鷹島２号船と表記）では土のうを約 50 cm の厚みで敷き詰めた埋め戻し

がおこなわれている。これらの元軍船については定期的に船体の状態の確認の調査を実施

し、船体の劣化の状況について経過観察をおこなっている。また、海底において埋め戻しと

同様な条件下で木材、金属などの試料を設置し、海底における劣化の進行を把握するととも

に、種々の条件を設定した劣化試験を実施することで、より適切な埋め戻し法の検討がおこ

なわれている。 

 

 

表 3-1 鷹島海底遺跡における主要な学術調査および発掘調査 

調査期間 研究および調査の内容 調査区 調査主体（研究代表者） 

1980～1983 年 学術研究（文部省科学研究費） 床浪湾、神崎港沖 東海大学 他（茂在寅男） 

1989～1991 年 学術研究（文部省科学研究費補助金） 鷹島南岸 九州大学（西谷正） 

1989～1991 年 学術調査（文化庁調査研究事業） 鷹島南岸 松浦市教育委員会（荒木伸介） 

1992～1999 年 神崎港での確認調査 神崎地区 鷹島町教育委員会 

2001～2002 年 神崎港改修にともなう緊急発掘調査 神崎地区 鷹島町教育委員会 

2006～2016 年 学術調査（日本学術振興会科学研究費補助金） 鷹島南岸 琉球大学（池田榮史） 
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図 3-1 伊万里湾における鷹島の立地 

 

図 3-2 鷹島海底遺跡および国指定史跡鷹島神崎遺跡の範囲 

鷹島神崎遺跡保存管理計画書より転載（長崎県松浦市教育委員会：2014） 
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３．３ 海洋出土鉄製遺物の腐食状態 

３．３．１ 調査資料および調査方法 

３．３．１．１ 調査資料 

松浦市教育委員会より借用した８点の鉄製遺物を調査資料とした（図 3-3、図 3-4）。神崎

港より出土した調査資料の一覧とその出土状況を表 3-2 に示す。これらの資料番号は松浦市

教育委員会が設定したものを用いた。また、木製碇のはさみ板に使用されている円頭形釘よ

り採取した粉末状の試料に関して、その資料名は「円頭形釘」とした。調査資料は 2001～

2002 年に実施された神崎港改修工事に伴う緊急発掘調査によって発掘された鉄製遺物であ

る。また、円頭形釘は 1994 年の神崎港での確認調査で発掘された遺物である。 

 

３．３．１．２ 調査方法 

（a） 光学顕微鏡、X 線透過撮影および X 線 CT 撮影による観察 

調査資料の表面を肉眼で観察し、さらに細部の状態を光学顕微鏡（Leica 社製 MZ16）に

より観察した。観察では鉄製遺物の表面の色調と形状などに着目するとともに、表層が剥離

している箇所では、下層との色調の差異を観察した。 

また、鉄製遺物の内部構造を観察するため、X 線透過撮影、X 線 CT 撮影をおこなった。

X 線透過撮影にはリガク社製 RF250EG-S2 を使用した。X 線透過撮影の撮影条件は調査資料

の厚みに応じて最適な条件を選択した。調査資料のうち遺物の形状が立体的であるものに

ついては X 線 CT 撮影を併用し、断面画像により内部構造を観察した。Ｘ線 CT 撮影には日

立製作所社製 HiXCT-1M を使用した。撮影はマクロ CT モードであり、走査方式は第 2 世代

方式である。本装置は線形加速器(Linear Accelator : LINAC)が用いられており、高エネルギ

ーの X 線（950 keV）での撮影をおこなうことで、鉄製遺物の内部構造の詳細な断面像が得

られる。 

 

（b） 蛍光 X 線分析および X 線回折分析 

観察結果に基づいて調査資料で認められた特徴的な物質を数 mg 採取した。試料の採取箇

所を図 3-3、図 3-4 に示す。試料の採取では石英等の目的とする物質以外の混入物を可能な

限りハンドピッキングにより除去した後、めのう製乳鉢で粉砕し、蛍光 X 線(X-ray 

fluorescence analysis : XRF)分析および XRD 分析に供した。 

 XRF 分析には EDAX 社製 EAGLEⅢを使用した。粉末状の試料を X 線マイラーフィルム

にて固定し、測定に供した。X 線源にはモリブデン（Mo）から発生する白色 X 線を用い、

管電圧、管電流はそれぞれ 20 kV，100 μA とした。試料に対する X 線の照射範囲は 365 μm

とし、真空状態で 100 秒間測定をおこなった。XRF の結果はそれぞれの試料で検出された

元素の強度を FeKαの検出強度で規格化し，100 倍した値を示した。 

また、XRD 分析にはマック・サイエンス社製 MX18XHF-SRA を使用した。粉末状の試料
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を石英ガラス製の XRD 用フォルダーに充填し測定に供した。対陰極は銅（Cu）を使用し、

測定時の管電圧、管電流はそれぞれ 40 kV、100 mA とした。また、ゴニオメーターの走査

範囲、走査速度はそれぞれ 5 ~ 80 °、1.000 deg/min とした。 

 

 

表 3-2 調査資料の種類と出土時の状況 

資料番号 遺物名 調査地 
出土位置 

堆積物の状態 
N 軸 W 軸 標高（m） 

No.256-1 鉄剣？ 神崎港地区 34.20 29.76 -10.06 砂層 

No.256-2 鉄剣？ 神崎港地区 34.20 29.76 -10.06 砂層 

No.665 鉤状鉄製品 神崎港地区 31.68 37.57 -11.6 砂層 

No.703 鉄釘 神崎港地区 20.90 22.70 -9.40 砂層 

No.758 鉄製鍋または冑 神崎港地区 16.45 23.00 -9.96 砂層 

No.772 鉄製品 神崎港地区 16.35 23.05 -9.89 砂層 

No.1839 鉄釘 神崎港地区 41.70 44.85 -9.60 砂質シルト 

円頭形釘 はさみ板 神崎港地区 - - - シルト 

‐は出土位置が不明であることを示す。 

発掘調査報告書の記載に基づいて記述した（長崎県鷹島町教育委員会：2003，長崎県松浦市教
育委員会：2011b）。なお、出土位置は図 3-10 に対応する。 
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図 3-3 調査資料の状態と試料採取箇所１ 

図中のスケールバーは 5 cm を示し、番号は表 3-3の試料採取箇所に対応 
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図 3-4 調査資料の状態と試料採取箇所２ 

図中のスケールバーは 5 cm を示し、図中の番号は表 3-3の試料採取箇所に対応 
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３．３．２ 結果および考察 

各資料について得られた光学顕微鏡像、X 線透過撮影像、X 線 CT 像を図 3-5～3-9 に示

す。また、XRF および XRD の結果と試料の特徴を表 3-3 に示す。これらの結果に基づいて

考えられる各資料の腐食状態を以下に示す。 

 

３．３．２．１ 鷹島海底遺跡出土の鉄製遺物の腐食状態 

鷹島海底遺跡から出土した鉄製遺物はその腐食状態から腐食生成物として酸化鉄が形成

されているもの（No. 256、No.665、No.703 および No. 772、以下、タイプ A と表記）、腐

食生成物として硫化鉄および硫酸鉄が形成されているもの（No.1839、円頭形釘、以下タイ

プ B と表記）、酸化鉄が腐食生成物として形成されているものの、内部の低密度化が認めら

れないもの（No.758、以下タイプ C と表記）に分類された。 

タイプ A では褐色、白色の物質が認められ、その下層で黒色の物質が観察された（図 3-

5）。これらの X 線透過撮影像および X 線 CT 像から内部が低密度化、もしくは空洞化して

いることが観察された（図 3-6）。また、腐食生成物として表層の褐色の物質から針鉄鉱が

検出され、白色の物質から方解石（Calcite: CaCO3）、霰石（Aragonite: CaCO3）が検出さ

れた。また、褐色、白色の物質の下層の黒色の物質から磁鉄鉱が検出された。 

タイプ B はタイプ A と同様に褐色、白色の物質の下層で黒色の物質が観察されており、

表面に微細な木質の物質が付着している状態が観察された（図 3-7）。また、X 線透過撮影

像および X 線 CT 像により内部が低密度化している状態が認められた（図 3-8）。XRD 分析

では白色の物質から方解石と霰石が検出されるものの、表層の褐色の物質、その下層の黒色

の物質からは黄鉄鉱（Pyrite: FeS2）が検出された。また、円頭形釘は灰色の粉状であり、

XRD 分析では緑礬（Melanterite :FeSO4·7H2O）が検出された。硫酸鉄は溶解度が比較的

高く、埋蔵時においては腐食生成物として形成されにくいことを考慮すると、検出された硫

酸鉄は埋蔵環境下で腐食生成物として形成された硫化鉄が発掘後の保管環境下において酸

化することで生成した可能性が高いと考えられる。したがって、No.1839、円頭形釘は腐食

生成物として硫黄の鉄化合物が検出される点でタイプ A とは異なる特徴が認められ、これ

らをタイプ B とした。 

タイプ C は層構造が観察されず、タイプ A および B とは異なる状態を示した。X 線透過

撮影像および X 線 CT 像より、No.758 は低密度化した部分が点在している状態が観察され

た（図 3-9）。点在する低密度の部分は、鋳造の鉄製遺物に認められる鋳巣の状態と類似す

る。また、XRD 分析の結果、No.758 からは腐食成生物として鱗鉄鉱（Lepidocrocite: γ-

FeOOH）が検出された。鱗鉄鉱は鋳造の鉄製遺物が海洋環境において腐食した場合に形成

される腐食成生物として報告されており（North and Macleod: 1987）、No.758 で認められた

腐食の特徴は鋳鉄の金属組織に由来する可能性が示唆される。 
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表 3-3 各試料の特徴と XRF および XRD の結果 3-1 
 資料番号 採取箇所 特徴 鉱物名 化学式 Al Si P S K Ca Ti Fe 

No.256-1 

01 表面の褐色物質 

石英 SiO₂         

針鉄鉱 α-FeOOH         

灰長石 CaAl2Si2O8 
        

方解石 CaCO₃         

02 褐色層が剥離した部分で観察された黒色物質 

石英 SiO₂         

磁鉄鉱 Fe₃O₄         

針鉄鉱 α-FeOOH         

菱鉄鉱 FeCO3 
        

方解石 CaCO₃         

灰長石 CaAl2Si2O8 
        

03 表面で観察された黒色物質 

磁鉄鉱 Fe₃O₄         

霰石 CaCO₃         

方解石 CaCO₃         

針鉄鉱 α-FeOOH         

04 断面部分のさびぶくれ 
針鉄鉱 α-FeOOH         

鱗鉄鉱 γ-FeOOH         

No.256-2 

01 表面で観察された褐色物質 
方解石 CaCO₃         

針鉄鉱 α-FeOOH         

02 断面部分で観察された赤色の粉状物質 
石英 SiO₂         

針鉄鉱 α-FeOOH         

03 褐色層が剥離した部分で観察された黒色物質 

針鉄鉱 α-FeOOH         

マグヘマイト Fe2O3 
        

菱鉄鉱 FeCO3 
        

方解石 CaCO₃         

No.665 

01 表面で観察された褐色物質 
石英 SiO₂ 0.31  5.13  0.36  1.09  1.04  1.76  0.83  100.00  

針鉄鉱 α-FeOOH         

02 褐色層が剥離した部分で観察された白色物質 

石英 SiO₂ 1.56  28.63  4.29  14.12  7.80  326.16  2.39  100.00  

霰石 CaCO₃         

方解石 CaCO₃         

03 破断した断面部分で観察された赤褐色の粉状物質 石英 SiO₂ 0.05  1.06  0.15  0.86  0.23  3.84  0.40  100.00  

04 白色層の剥離部分で観察された黒色物質 
針鉄鉱 α-FeOOH         

磁鉄鉱 Fe₃O₄ - 0.44  0.22  1.79  - 0.31  - 100.00  

No.703 

01 表面で観察された褐色物質 
石英 SiO₂ 0.62  9.71  1.04  3.17  1.64  3.96  0.96  100.00  

針鉄鉱 α-FeOOH         

02 褐色層が剥離した部分で観察された白色物質 

石英 SiO₂ 0.23  3.00  0.35  0.80  0.72  7.82  0.81  100.00  

霰石 CaCO₃         

針鉄鉱 α-FeOOH         

03 茶褐層が剥離した部分で観察された黒色物質 

石英 SiO₂ 0.27  3.81  0.23  0.81  0.80  1.60  1.02  100.00  

磁鉄鉱 Fe₃O₄         

針鉄鉱 α-FeOOH         

04 破断した断面で観察された黄色の物質 

石英 SiO₂ 0.42  12.10  2.11  9.29  1.05  11.20  1.29  100.00  

磁鉄鉱 Fe₃O₄         

方解石 CaCO₃         

05 破断した断面で観察された黄色の物質 

石英 SiO₂ 0.14  2.62  0.54  2.50  0.48  6.80  0.61  100.00  

磁鉄鉱 Fe₃O₄         

方解石 CaCO₃         

No.758 

01 表面で観察された褐色物質 
石英 SiO₂         

針鉄鉱 α-FeOOH         

02 褐色層が剥離した部分で観察された褐色物質 

石英 SiO₂         

鱗鉄鉱 γ-FeOOH         

針鉄鉱 α-FeOOH         

03 黒色のさびぶくれ 
針鉄鉱 α-FeOOH         

磁鉄鉱 Fe₃O₄         

04 針状の灰色物質 

針鉄鉱 α-FeOOH         

石英 SiO₂         

鱗鉄鉱 γ-FeOOH         

No.772 

01 褐色層の剥離部分で観察された黒色物質 

石英 SiO₂         

磁鉄鉱 Fe₃O₄         

方解石 CaCO₃         

02 表面で観察された褐色物質 

石英 SiO₂         

霰石 CaCO₃         

方解石 CaCO₃         

03 褐色層が剥離した部分で観察された白色物質 
石英 SiO₂         

霰石 CaCO₃         

04 褐色層 

石英 SiO₂         

針鉄鉱 α-FeOOH         

磁鉄鉱 Fe₃O₄         

05 表層が剥離した部分で観察された黒色物質 
石英 SiO₂         

磁鉄鉱 Fe₃O₄         

No.1839 

01 表面に局所的に形成されている赤褐色物質 

石英 SiO₂ 0.90  23.60  1.05  5.95  3.14  67.95  1.10  100.00  

霰石、方解石 CaCO₃         

黄鉄鉱 FeS2 
        

02 白色物質 

石英 SiO₂ 0.27  4.52  0.80  8.23  0.84  13.19  - 100.00  

黄鉄鉱 FeS2 
        

方解石 CaCO₃         

03 白色物質 

石英 SiO₂ 3.01  53.88  21.03  97.48  9.88  543.68  - 100.00  

方解石 CaCO₃         

石英 SiO₂         

04 表層が剥離した部分で観察された黒色物質 

石英 SiO₂ 0.46  13.17  1.56  21.61  1.30  56.40  - 100.00  

黄鉄鉱 FeS2 
        

方解石 CaCO₃         

05 表層が剥離した部分で観察された黒色物質 

鱗鉄鉱 γ-FeOOH 1.86  62.07  8.38  36.37  5.71  447.05  3.09  100.00  

石英 SiO₂         

方解石 CaCO₃         

黄鉄鉱 FeS2 
        

鱗鉄鉱 γ-FeO(OH)         

円頭形釘 01 灰色の粉状の物質 緑礬 FeSO₄・7H₂O                 
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図 3-5 No.665 の断面の光学顕微鏡像 

 

図 3-6 No.772 のＸ線ＣＴ像 

 

図 3-7 No.1839で観察された木質が付着した箇所の光学顕微鏡像 
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図 3-8 No.1839のＸ線透過撮影像 

 

図 3-9 No.758 のＸ線ＣＴ像 
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３．３．２．２ 鉄製遺物の腐食状態と出土状況の関係 

 出土鉄製遺物の状態の調査から、多くの鉄製遺物の内部が低密度化しており、金属鉄が残

存していない状況が認められた。すなわち、これらの鉄製遺物は海底において比較的高い腐

食速度を維持していたと推測される。また、同一の調査区から出土した鉄製遺物においても

腐食状況は異なることが示された。タイプ C の腐食の特徴は鋳鉄の金属組織に由来する可

能性が高いと考えられるものの、釘などの鍛造製品と考えられるタイプ A、タイプ B で認

められた腐食状態の差異は埋蔵時の状況の差異に由来すると考えられる。酸化鉄が腐食生

成物として形成される場合、DO が酸化剤となり腐食が進行していると考えられる。一方で、

嫌気性微生物である硫酸塩還元菌が腐食に介在した場合、腐食生成物として硫化鉄が形成

されることが知られている（腐食防食協会：2004）。したがって、還元的な環境下において

鉄製遺物が腐食した場合、硫化鉄が腐食生成物として形成されると考えられる。 

 以下では調査資料の腐食の状態と出土状況を整理し、埋蔵環境が腐食に及ぼす影響を検

討する。調査資料は神崎港改修工事にともなう緊急発掘調査に伴うもので、その出土位置お

よび堆積物の状態が記録されている（長崎県松浦市教育委員会：2011b）。調査対象資料の

出土位置および堆積物の状態を図 3-10 に示す。図 3-10 よりタイプ A に分類される鉄製遺

物は砂質の堆積物の範囲に分布するとともに、タイプ B はシルト質の堆積物の範囲に分布

することが認められる。すなわち、粒度が高い堆積物中に埋蔵された鉄製遺物では腐食生成

物として酸化鉄が形成しており、粒度が低い堆積物から出土した鉄製遺物においては腐食

生成物として硫化鉄が形成される傾向が認められる。砂質およびシルト質の堆積物では有

機物の量、空隙率、透水性、生息している底生生物の種組成や存在量、食性や生活様式、お

よび堆積物中での酸素の輸送過程等が異なるとされており（左山：2014）、堆積物の酸化還

元状態の差異が鉄製遺物の腐食状態に影響を及ぼした可能性が考えられる。また、タイプ B

の鉄製遺物は表面に木材が付着した状態であることが認められていることから、鉄製遺物

にともなう木製遺物が腐食状態に影響を及ぼすことも示唆される。 
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図 3-10 調査資料の出土位置 

鷹島海底遺跡Ⅷより転載、加筆（長崎県鷹島町教育委員会：2003） 

図中の番号は調査資料の番号に対応し、番号の下部に示された数値は発掘時の標高を示す。 

また、赤色はタイプ A、青色はタイプ B、緑色はタイプ Cを示す。 
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３．４ 海底遺跡における環境の季節変動と堆積物の性状 

３．４．１ 調査地 

 低層海水および堆積物の調査は鷹島の南岸の最奥部に位置する黒津浦において実施した

（図 3-11）。この地点の海底面は谷地形を形成しており、図 3-12 中の No.1、No.2 付近にお

いて、2012 年に鷹島１号船が発見されている（池田：2013）。なお、黒津浦の奥部では年間

を通じて養殖業が営まれており、フグやタイの養殖筏が多く設置されている（図 3-13）。 

 

 

 

図 3-11 調査地点 
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図 3-12 海底の環境計測地点および柱状試料の採取箇所 

探査情報に基づいて作成（根元・池田：2013） 

 

図 3-13 鷹島南岸からの黒津浦 

赤色の部分は鷹島１号船が発見された位置であり、図 3-12の No.1、2 に対応する。 



89 

 

３．４．２ 調査方法 

３．４．２．１ 低層海水の DO、温度および堆積物の温度 

 海底の環境調査を図 3-12 に示した No.1 において、2013 年 7 月 16 日から 2014 年 3 月

11日まで実施した。調査では堆積物の温度および海底面直上の低層海水の温度ならびにDO

濃度を測定した（図 3-14、15）。温度計および DO 濃度計は Onset 社製のそれぞれ U-22-

001 および U-26-001 を用いた。堆積物の表層から約 20 cm の深度に温度計を、海底面から

約 20 cm 上の海水中に温度計および DO 計を設置した。DO 濃度は海水の塩分を 35‰とし

て塩分補正をおこなった後、飽和度に変換した。 

 

図 3-14 環境計測機器の海底での設置の模式図 

 

図 3-15 現地での DOおよび温度計の設置の状況 
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３．４．２．２ 堆積物の ORP、pH、空隙率、AVS および COD 

 堆積物の柱状試料を図 3-12 の５箇所で採取した。得られた柱状試料の番号をそれぞれ

No.1〜5 とする。No.1、No.2 は発見された鷹島１号船から西に約 10ｍの位置で採取したも

ので、鷹島１号船が埋没している周辺の堆積状態を示す柱状試料である。柱状試料の採取に

は直径 10 cm のアクリル製の円筒管を用いた。各柱状試料の採取日、測定項目および採取

深度を表 3-4 に示す。なお、採取深度は東京湾平均海面を基準として表記した。 

No.１～５の柱状試料については構成層の観察、粒度分布、花粉分析などが楮原によって

実施されており、その堆積過程について検討されている（楮原：2013，楮原：2016）。楮原

によって報告された各柱状試料の構成層、粒度等に関する情報を表 3-5 に示す。なお、No.4

については楮原による分析が実施されていないものの、現場での目視観察から明確な堆積

構造は発達しておらず、粒度組成による土質の分類は砂質土であるとともに他の柱状試料

に比べて明らかに粗粒であることが認められた。また、深度 50 cm 付近にビニール袋が混

入していたことから、No.4 は少なくとも深度 50 cm まで現代の攪乱を受けていると考えら

れる。 

各試料に対して、ORP および pH を測定した。また、No.1、No.5 においては含水比、粒

子密度の測定、および No.1、No.2 については酸揮発性硫化物（AVS: Acid Volatile Sulfides）

および化学的酸素消費量（COD: Chemical Oxygen Demand）を測定した。なお、堆積物の

ORPおよびpHの測定は環境の変化が顕著であると考えられる表層付近で密におこなった。

また、No.3 および 4 は柱状試料を他の分析に供したため、可能な深度でのみ測定を実施し

た。ORP および pH は土壌用 pH/ORP 計（藤原製作所社製）を用いて現地において測定し

た。ORP は作用極に白金、参照電極に飽和銀・塩化銀電極を用いて測定した。なお、以下

では標準水素電極（SHE: Standard Hydrogen Electrode）に対する値として ORP を表記

する。含水率、粒子密度および AVS の測定は、採取した試料を冷蔵した状態で実験室に輸

送した後におこなった。湿潤重量および 105℃での炉乾後の重量より含水率を算出し、ピク

ノメータを用いて粒子密度を測定した（地盤工学会編：2011）。また、得られた含水率およ

び粒子密度から空隙率を算出した。ここで、間隙水の密度には海水の密度である 1.05 g/cm3

を用いた（国立天文台：2005）。AVS の定量は現地にて堆積物中の硫化物を硫化亜鉛として

固定した試料を測定に供した（環境庁水質保全局長：1988）。AVS は実験室において水蒸気

蒸留をおこなった後、メチレンブルー吸光光度法を用いて測定した（近藤：2002）。また、

値は乾泥１ g 中の含有量として表記する。COD については KMnO4 法を用いて測定した

（橘：2005）。以下、AVS および COD の測定値は乾泥１ g 中の含有量として表記する。 
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表 3-5 柱状試料の特徴および粒度組成 

柱状試料 特徴 深度による状態の変化 粒度組成 

No.1，No.2 ・明確な堆積構造は発達せず ・深度 50 cm までは締まりのない状態 約 60%がシルト～泥 

No.3 
・明確な堆積構造は発達せず ・深度 50 cm 以深ではやや粗粒に変化 

70～80%がシルト～泥 
・細粒分に富む堆積物 ・深度 67～82 cm では締まった状態 

No.4 
・明確な層構造は発達せず 

・深度 50 cm 付近まで現代の攪乱を受ける － 
・砂質土から構成 

No.5 
・明確な層構造は発達せず 

・締まった粗粒な堆積物 

・深度０～15 cm までは貝殻片を多く含む 

30～50%がシルト～泥 ・深度 15～54 cm は粗粒で含水量が多い 

・深度 65～90 cm は貝殻片を含む 
   －は未測定を示す。 

楮原による分析報告に基づいて作成（楮原：2013，楮原：2016） 

 

 

３．４．３ 結果および考察 

３．４．３．１ 低層海水の DO、温度および堆積物の温度の挙動 

堆積物の温度、低層海水の温度および DO 飽和度を図 3-16 に示す。堆積物および低層海

水の温度は 8 月に最大値を示し、2 月に最小値を示した。また、海水と比較して堆積物中で

は、年周期の温度変動が緩慢になる傾向が認められるとともに、海水の温度は夏期において

日周期の振幅が大きく、冬期においては振幅が減少する傾向が認められる。 

 また、DO 飽和度は夏期では約 30 %まで低下し、秋期にかけて変動を繰り返しながら上

昇する傾向を示した。一方で、冬期においては概ね飽和した状態が維持されることが認めら

れた。DO 濃度は夏期では約 3 mg/L であり、冬期では約 8.5 mg/L に達した。当遺跡の埋

蔵環境は冬期において酸化的な環境が維持されるものの、夏期では DO 飽和度が低下し、

還元的な環境に移行するという明瞭な季節変動が認められた。 

 

表 3-4 柱状試料採取地点の深度、採取日および測定項目 

柱状試料 日付 測定項目 深度(m) 

No.1 2012/10/10 ORP、pH、AVS、COD、空隙率 22 

No.2 2012/10/11 ORP、pH 、AVS、COD 22 

No.3 2013/10/20 ORP、pH 21 

No.4 2013/10/20 ORP、pH  17  

No.5 2013/10/20 ORP、pH、空隙率 16 
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図 3-16 堆積物の温度、低層海水の温度および DO飽和度の変化 

 

３．４．３．２ DO の変化に及ぼす潮位および風の影響 

 図 3-17 に 7 月および８月下旬の水温、DO 飽和度および潮位の変化を示す。潮位の変化

は湾の緯度と地形の影響を受けるため、ここでは鷹島から東へ１ km の場所に位置する仮

屋湾の潮位表基準面に対する潮位を用いた（気象庁 a）。なお、7 月および 8 月下旬は大潮

の時期にあたる。7 月下旬では水温および DO 飽和度の上昇は干潮時に一致することが認め

られた。一方で、8 月の下旬においては、干潮時において水温および DO 飽和度の変化は認

められなかった。したがって、7 月および 8 月では潮汐に対する、海水の流状特性が異なる

ことが示唆される。 

図 3-18 に 10 月の上旬における水温、DO 飽和度および風速の変化と黒津浦における DO

計の位置と風向の関係を示す。なお、風速は松浦市の気象情報を用いた（気象庁 b）。松浦

市の気象観測点は調査地から南西に約６ km に位置している。観測点から調査地周辺は地

形の変化や巨大な構造物などがなく、微地形による風向、風速の変化の影響も小さいことか

ら、松浦市の風速は調査地の挙動を概ね示すと考えられる。秋期の 2014 年 10 月 8 日にお

いて風速が 10 m/s の南東からの風が観察された際に、風の吹き始めから約３時間遅れて

DO 飽和度が 65%から 94%に上昇する傾向が認められた。また、同年 10 月 11 日において

も同様の挙動が認められた。なお、2014 年 10 月 8 日は鷹島に台風が接近した時期であり、

風速の上昇は台風の影響と考えられる。したがって、秋期においては風の影響が低層の海水

への DO の供給に影響を及ぼしていることが示された。 
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図 3-17 ７月 23日から 26日（上図）および８月 22日から 25日（下図）の 

水温、DO 飽和度および潮位の変化 

図中では潮位表基準面に対する潮位を 0.2 倍して表記した。 
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図 3-18 10 月の上旬における水温、DO飽和度および風速の変化と DO計と風向の関係 

上図の白抜きの矢印は南東からの風を示し、下図の風向は 2013年 10 月 8日 16:00、10月 10 日

15：00の風向を示す。 
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３．４．３．３ 埋蔵環境の季節変動 

沿岸環境において、海水中の DO の主な供給は大気中から海水への気相 O2の溶解および

海水中の生物による光合成であり、表層の DO は移流によって低層に移動する。したがっ

て、夏期では生物の呼吸が活発になり DO が消費されること、ならびに表層と低層の海水

の密度差によって成層構造が発達することで海水の鉛直混合が抑制され、低層の環境は還

元的な環境に移行する。また、冬季では生物の呼吸が緩慢になり、海水の鉛直混合が進むた

めに酸化的な環境に移行したと考えられる。 

図 3-17、図 3-18 で示した潮汐、風に対する DO 飽和度の挙動は夏期の成層化に由来する

と考えられる。図 3-17 では 7 月下旬の大潮の時期において、干潮時に水温および DO 濃度

が増加するものの、8 月下旬においてはこの傾向が認められなかった。これは 7 月下旬では

潮汐の影響によって海水が混合され、表層水が低層に供給されていると考えられ、一方で成

層構造が最も発達すると考えられる 8 月下旬で鉛直混合が生じにくい状態が形成されたた

めと推察される。図 3-18 では、秋期に風速が増加した後、DO 濃度が増加する挙動が認め

られており、これは一定期間にわたって海上の南東からの強い風が維持されることで表層

水が風下に移動し、低層海水が風上に向かって移動することで、海水の上層と下層が混合さ

れたためと推測される。なお、風の吹き始めに対して DO 飽和度の上昇が数時間遅れるこ

とが観測された。これは DO 計が黒津浦の沿岸から約 500 m の距離に設置されており、表

層水が低層に潜り込んだ後、DO 計が設置されている位置に到達するまでに時間を要したこ

とが要因として挙げられる。伊万里湾の鷹島南部における 8 月の海水の流動が表層から約

７ m を境にして異なることが報告されており（鈴木ら：2010）、表層と低層で海水の流れ

の方向が異なるという報告は本研究と整合する結果である。したがって、鷹島神崎遺跡の埋

蔵環境は夏期において成層構造が形成されることで、還元的な環境に移行していると推察

される。 

 

３．４．３．４ 堆積物の ORP、pH、空隙率、AVS および COD の鉛直分布 

 堆積物の柱状試料の ORP、pH、空隙率、AVS および COD の鉛直分布をそれぞれ図 3-19

に示す。pH は７〜８の弱塩基性を示し、鉛直方向の変化は認められなかった。粒度組成の

60%をシルト～泥が占める No.1、2 では表層の ORP は約+200 mV を示し、深度が増加す

るにつれて ORP の値は急激に減少する傾向を示した。また、深度 40 cm 以深では ORP の

値は顕著な変動を示さず、その値は-150〜０mV の低い値に収束した。No.3 は表層におい

て+100 mV を示し、深度 20 cm では-100 mV まで低下した。深度 40cm では+100 mV ま

で上昇が認められるものの、深度 60 cm 以深では-100mV まで低下した。なお、+100 mV

を示した深度 40 cm では堆積物に貝殻が多量に含まれることが観察された。また、No.５の

ORP は表層から深度５ cm で約+100 mV から０ mV まで低下し、深度５ cm から深度 40 

cm までの間に上昇する傾向を示し、約+250 mV に達した。その後、深度が増加するにつれ

て急激に低下し、深度 50 cm 以深では-100～０ mV を示した。一方で粗粒な堆積物である
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No.4 の ORP は表層で+100 mV を示し、深度の増加にともないわずかに上昇する傾向を示

した。したがって、細粒分に富み主にシルト～泥で構成される堆積物は深度の増加とともに

還元状態に移行し、粗粒な堆積物と比較して還元的な環境が形成されることが認められる。

No.1 および No.3 の粒子密度は約 2.4 g/cm3を示し、鉛直方向で明瞭な変化は認められなか

った。空隙率は表層で高く、深度が増加するにしたがって低下する傾向を示した。No.1 の

空隙率は表層では約 69%、深部では 62%まで低下した。また、No.3 の空隙率は表層では約

62%を示し、深度の増加とともに低下し、90 cm の深度では約 53%を示した。AVS は表層か

ら深度約５ cm で極大を示した後、深度が増加するにつれて急激に減少した。最も濃度が

高い深度 10 cm では約 0.15 mg/g を示し、深度 30 cm 以深では約 0.01 mg/g を示した。

COD は 0.5 から 1.5 mg/g の範囲の値を示し、表層から深度 20 cm にかけて減少するもの

の、それ以深では緩やかに増加する傾向が認められる。 

 

 ３．４．３．５ 堆積物の酸化還元状態 

堆積物の pH は表層から低層まで弱塩基性を示しており（図 3-19）、一般的な沿岸部の堆

積物と同様の傾向を示している（増澤：2005）。一方で、堆積物の ORP は No.1～3、5 と

No.4 で異なる特徴を有した（図 3-19）。まず、No.1～3 の ORP の鉛直変化から堆積物の酸

化還元状態について検討する。粒度組成の 60%をシルト～泥が占める No.1、2 および 70～

80%を占める No.3 については表層の ORP が約+200 mV を示すものの、深度が増加するに

したがって急激に低下し、低層では-150 mV から０ mV の値を示した。なお、No.３におい

て ORP の上昇が認められる深度 40 cm では、貝殻が多く含まれていることが確認されてお

り、堆積物の構成物質の差異が ORP に影響を及ぼしていると示唆される。湛水土壌におい

て分子状酸素が消失する電位は+600 から+300 mV、また、消失の臨界電位は+332 mV と

されている（若月：1997）。得られた ORP を考慮すると、堆積物中の DO は消失している

状態と考えられる。したがって、DO 濃度は低層海水中では夏期において３ mg/L を示して

いるものの、直下の堆積物では表層付近にのみ DO が存在しており、内部では消失してい

ると考えられる。本研究では、冬期における堆積物の ORP の挙動については把握できてい

ないものの、泥質の沿岸堆積物において酸素を含む酸化層は厚くても 10 mm を超えること

はないとされており（Glud：2008）、冬期においても堆積物中の DO は枯渇した状態と推測

される。 

次に No.4、No.5 の ORP の挙動から堆積物の ORP と堆積物の粒度、含水率の関係につ

いて検討する。粗粒な粒子から構成される堆積物である No.4 の ORP は表層で約+100 mV

を示し、深度が増加しても概ね同じ値を維持した。また、No.5 の ORP は表層から深度５ 

cm まで低下し、深度５ cm から深度 40 cm までで上昇する傾向を示した。No.５では深度

15～54 cm において上層よりも粗粒で含水率が高く、やや緩い堆積層と報告されており（楮

原：2013）、堆積物の ORP の変化は粒度、含水比が変化する深度と一致する。以上の結果

は、粒度や含水状態などの堆積物の性状がその酸化還元状態に影響を及ぼすことを示すも 
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図 3-19 堆積物における ORP、pH、空隙率、AVSおよび CODの鉛直変化 

□：No.1、◇：No.２、△：No.３、○：No.４、▲：No.５ 
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のと考えられる。砂質およびシルト質の堆積物では有機物の量、空隙率、透水性、生息して

いる底生生物の種組成や存在量、食性や生活様式、および堆積物中での酸素の輸送過程等が

異なるとされている（左山：2014）。細粒で含水率が低い堆積層において還元的な状態を示

した要因として、一般にシルト質においては有機物量が高く生物活動が活発であること（左

山：2014）、ならびに堆積物中の DO の移動が緩慢であることが要因と考えられる。 

 

３．４．３．６ 堆積物の AVS の挙動 

堆積物中の有機物の一連の分解過程は段階的に生じ、酸素、硝酸イオン、酸化マンガン

（Ⅳ）、酸化鉄（Ⅲ）、硫酸イオン、二酸化炭素の順で最終電子受容体として利用され還元さ

れる（左山：2014）。また、分解過程の段階が進行するにつれて堆積物の ORP も低下する。

堆積物中の AVS は表層から深度 10 cm 付近まで増加し、水産用水基準の硫化物濃度である

0.2 mg/g に近い 0.15 mg/g を示した後、深度が増加するにつれて低下した。AVS の結果を

考慮すると、堆積物中での硫酸還元反応は表層付近では停滞するものの、深度 10~20 cm に

おいて顕著に生じていると考えられる。一方で、硫酸還元反応が生じる ORP は-200～０ 

mV とされており（若月：1997）、ORP の実測値からは深度 20～60 cm 以深において硫酸

還元反応が生じると考えられる。ORP は測定時の瞬間の堆積物の酸化還元状態を示してい

るのに対して、AVS は測定までの硫酸還元反応に伴う硫化水素や硫化鉄などの生成、消失

に関する履歴を反映していることが、AVS、ORP からそれぞれ推測される硫酸還元反応が

生じる堆積物の深度に若干の差異を生じた要因と考えられる。また、AVS、ORP の測定が

還元的な環境に移行する秋期に測定されたことを考慮すると、酸化的な環境に移行する冬

期では深度 10 cm よりも深い深度で顕著に硫酸還元が生じると考えられる。以上を考慮す

ると少なくとも堆積物中では深度 10 cm 以深で硫酸還元反応が生じていると推察される。 

 

３．４．３．７ 埋蔵環境調査から検討した海底における鉄製遺物の腐食 

 海水環境のような中性環境において、鉄製遺物の腐食に関与する主な酸化剤は DO であ

る。そのため、鉄製遺物の腐食速度は DO 濃度およびその物質移動によって支配されると

考えられる。DO を含む海水環境における腐食速度は一般に 0.1 mm/y とされる（腐食防食

協会：1993a）。したがって、海水中における鉄製遺物の腐食速度は一般の海水環境におけ

る腐食速度と同等の約 0.1 mm/y に達すると推察される。一方で堆積物中に DO が含まれる

深度は表層から約 10 mm までと考えられる（Glud: 2008）。したがって、鉄製遺物の腐食

速度は海水中に比べて堆積物中では顕著に低下すると考えられる。また、主にシルト～泥質

で構成される堆積物中では深度が増加するにつれて還元環境に移行するとともに、空隙率

の低下が認められた。空隙率の低下にともなって腐食反応に関与する Fe2+や OH-の化学種

の堆積物間隙水中での移動は緩慢になる（Jury and Horton: 2004）。したがって、ORP お

よび空隙率の低下を考慮すると堆積物中においては深度が増加するにつれて鉄製遺物の腐

食速度は低下すると考えられる。一方で ORP および AVS の挙動を考慮すると主にシルト
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～泥質で構成される堆積物では深度が 10 cm 以深において硫酸還元反応が生じていると推

察され、硫酸塩還元菌が介在した微生物腐食が生じる可能性が示唆される。 

 また、砂質の柱状試料ではシルト質のものに比べて ORP が高く、酸化的な環境であるこ

とが認められており、鉄製遺物の腐食は砂質とシルト質の堆積物中では顕著に異なると考

えられる。前節にて検討した出土鉄製遺物の腐食状態と出土状況の関係から、砂質から出土

した鉄製遺物では腐食生成物として酸化鉄が検出され、内部が空洞化していることから埋

蔵時において高い腐食速度を維持していたと考えられた。砂質の堆積物ではシルト質のも

のに比べて空隙率が高いため、シルト質に比べて物質移動が速やかに生じると考えられる。

また、砂質の堆積物ではシルト質に比べて有機質の量が少なく、堆積物中の微生物による

DO の消費速度はシルト質に比べて緩慢であると考えられる。したがって、低層海水中の

DO が堆積物中の鉄製遺物に供給されやすいこと、ならびに溶出した Fe2+が拡散により鉄

製遺物の表面から除去されやすいため、埋蔵時には高い腐食速度を示したと考えられる。 

 

３．５ 海洋環境における鉄製遺物の腐食に及ぼす埋蔵深度の影響 

３．５．１ 調査地および調査方法 

３．５．１．１ 調査地 

劣化試験は鷹島の南岸の A 地点において実施した（図 3-20）。A 地点は第３章第 4 節の

低層海水の DO、温度の計測および柱状試料の No.1 および No.2 を採取した場所にあたる。

なお、調査地点の深度は約 22 m であり、調査地点は鷹島１号船から南に７ m に位置する。 

 

図 3-20 劣化試験の実施位置 

A：劣化試験の実施箇所、No.1～5 は柱状試料の採取箇所を示す。 



100 

 

３．５．１．２ 炭素鋼試料の調整とその設置方法 

鉄製遺物を模して炭素鋼（以下、炭素鋼試料と表記）を堆積物の表層から深度 2.5、20、

60 および 100 cm の位置に設置するとともに、木製遺物と鉄製遺物が接触した状況を模し

て、木材と炭素鋼を接触した試料（以下、木材接触試料と表記）を上記の深度に設置した（図

3-21）。炭素鋼には 50×50×５ mm に切り出した SS400 を用い、耐水研磨紙をもちいて

#800 まで湿式研磨にて仕上げ、蒸留水およびアセトンで超音波洗浄した後、試験に供した。

また、木材接触試料では 50×50×10 mm に切り出したマツ材を炭素鋼の片面に密着させた

状態で試験に供した。これらの試料をφ10 cm の塩化ビニール管に深度ごとに固定したも

のを堆積物中に打ち込むことで、堆積状態の撹乱を最小限に留めた状態で設置した。試料を

2013 年 10 月 20 日に設置した後、2014 年９月 29 日に回収し、約 11 ヶ月にわたる試験を

実施した。取り上げた試料は除湿剤および脱酸素剤とともに保管した状態で実験室に輸送

し、分析に供した。 

 

 

 

図 3-21 炭素鋼試料と木材接触試料の設置状況 
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３．５．１．３ 腐食状態の分析および腐食速度の算出 

腐食状態については試料の表面状態を肉眼で観察した後、さらに細部の状態をデジタル

マイクロスコープ（HIROX 社製 KH-7700）を用いて観察した。さらに XRD 分析による腐

食生成物の同定、SEM-EDX を用いた観察および元素マッピングを実施した。XRD にはリ

ガク社製 SmartLab を用い、測定に際して、腐食生成物を試料から採取せず直接分析に供

した。測定には CuKα線を用い、測定時の管電圧、管電流はそれぞれ 40 kV および 100 

mA、ゴニオメーターの走査速度は 10 °/min、走査範囲は５〜80 °とした。SEM-EDX に

は日本電子社製 JSM-5400LV、JED-2100 を用いた。エポキシ樹脂に埋入した試料を切断

および研磨し、その断面を SEM-EDX による観察、分析に供した。 

腐食速度は炭素鋼試料の試験前後の重量減少をその表面積および試験期間で除して算出

した。金属試料を５wt%クエン酸水溶液に 30 分間浸漬し、ブラシを用いて腐食生成物を完

全に除去して重量を測定し重量の減少量を算出した。腐食速度は３点の試料の平均値とし

た。 

 

３．５．２ 結果および考察 

３．５．２．１ 各供試体の腐食状態 

 11 カ月経過した時点での炭素鋼試料および木材接触試料から検出された腐食生成物の一

覧を表 3-6 に示す。また、腐食状態を図 3-22、試料の断面の SEM 像およびその酸素（O）

ケイ素（Si）、硫黄（S）、塩素（Cl）、カルシウム（Ca）および鉄（Fe）の元素マップを図

3-23 に、炭素鋼の腐食速度の変化を図 3-24 に示す。これらの結果から得られた各試料の腐

食状態を以下に示す。 

 

（a） 炭素鋼試料 

 炭素鋼試料は深度 2.5 cm では褐色あるいは黒色の厚い固着物に、深度 20 cm において全

体が黒色の厚い固着物に覆われていることが認められた。また、深度 60、100 cm に設置し

た試料は回収直後に金属光沢を有しており、腐食生成物の生成は認められないことから、深

度が増加するにつれて腐食は緩慢になると考えられる。XRD 分析では深度 2.5 cm に設置し

た炭素鋼試料では針鉄鉱のみが検出された。また、深度 20 cm に設置した試料から磁鉄鉱、

Fougerite（Fe(OH)2(OH)0.25(H2O)0.5）が検出された。炭素鋼試料ではすべての深度で主に酸化

鉄が形成される傾向が認められた。 

 炭素鋼試料の断面の観察から、深度 2.5 cm に設置した炭素鋼試料では炭素鋼が均一に減

肉した状態が観察された。また、腐食生成物は１〜３ mm の厚みを有し、その内部には密

度の低い箇所が斑点状に認められた。この領域と Si と O の分布が一致しており、堆積物中

の石英、長石類が腐食生成物層に取り込まれている状態が観察された。また、Fe、S は腐食

生成物層の試料全体に分布する傾向が認められた。深度 20 cm に設置した炭素鋼試料では

腐食生成物層の厚みは約 2 mm を有し、炭素鋼が局所的に腐食し、減肉している状態が観察
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された。また、腐食生成物中の Fe と S の分布領域は一致する傾向を示し、Cl は減肉した炭

素鋼の近傍に分布することが認められた。深度 2.5、20 cm に設置した炭素鋼試料ではとも

に厚い腐食生成物層が形成されているものの、20 cm に設置した試料の方が局部的に腐食す

るとともに、Cl が炭素鋼の近傍に集積する傾向が認められる。また、XRD で検出された腐

食生成物は磁鉄鉱および Fugerite のみであるものの、元素マップでは Fe と S の分布する領

域が一致していることを考慮すると、鉄の硫黄化合物がわずかに形成されている可能性が

示唆される。 

 

（b） 木材接触試料 

 木材接触試料ではすべての深度において黒色の緻密な固着物が形成されていることが観

察された。XRD 分析では深度 2.5 cm において磁鉄鉱、Fougerite などの腐食生成物が検出さ

れ、深度 20 cm においては磁鉄鉱、Fougerite に加えてマッキーノ鉱（Mackinawite: FeS）が

検出された。また、深度 60、100 cm に設置した試料ではマッキーノ鉱のみが検出された。

木材接触試料では深度が浅い位置においては酸化鉄が認められるものの、深度 20 cm 以深

では硫化鉄が形成される傾向を示した。 

木材接触試料の断面の観察から、深度 2.5 cm に設置したもので 80〜100 µm の厚みの腐食

生成物が認められた。また、木材接触試料の減肉は同深度の炭素鋼試料に比べて緩慢であっ

た。腐食生成物は層構造を有し、その内部においては密度が低い部分が観察された。Fe は

腐食生成物層の全体に分布しているとともに、O は腐食生成物層の内側、S はその外側の領

域に分布していることが認められた。Fe と S の分布領域が極めてよく一致することを考慮

すると、XRD では検出されていないものの硫化鉄が生じている可能性が示唆される。深度

20 cm に設置した木材接触試料では 100~120 µm の腐食生成物層が認められた。腐食生成物

は深度 2.5 cm のものと同様に、層状の構造を有しており、炭素鋼の近傍と表層付近に薄い

密度の高い領域が存在することが観察され、この密度の高い領域は S の分布と一致するこ

とが認められた。また、O の分布は炭素鋼の近傍に集中していることが認められた。深度 2.5

および 20 cm に設置した木材接触試料の腐食生成物層では全体に Fe が分布するとともに、

炭素鋼の近傍に O が分布し、その外側に S が分布していること、ならびに XRD より水酸化

鉄、硫化鉄が検出されたことを考慮すると、腐食生成物層の内側に水酸化鉄が形成され、そ

の外側に硫化鉄が生成していると考えられる。 

 

（c） 炭素鋼試料の腐食速度 

 腐食速度は深度 2.5 cm において約 0.05 mm/y を示し、深度の増加にともなって急激に低

下し、深度 60 cm 以深では約 0.005 mm/y まで低下することが認められた。また、空隙率

および ORP も深度の増加に伴い低下する傾向を示している（図 3-19）。ORP は溶液中に存

在する化学種の酸化体および還元体の種類とその比率によって定まる値であり、環境の酸

化性および還元性を示す指標とされる。したがって、堆積物中の腐食速度は埋蔵深度が増加
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し、空隙率の低下および還元環境に移行するにつれて急激に低下することが示された。 

 

 

表 3-6 炭素鋼試料および木材接触試料から検出された腐食生成物 

深度(cm) 炭素鋼試料 木材接触試料 

2.5 針鉄鉱（α-FeOOH） 
磁鉄鉱（Fe3O4） 

 Fougerite（Fe(OH)2(OH)0.25(H2O)0.5） 

20 
磁鉄鉱（Fe3O4） 

Fougerite（Fe(OH)2(OH)0.25(H2O)0.5） 

マッキーノ鉱（FeS） 

磁鉄鉱（Fe3O4） 

 Fougerite（Fe(OH)2(OH)0.25(H2O)0.5） 

60 - マッキーノ鉱（FeS） 

100 - マッキーノ鉱（FeS） 

－は腐食生成物が認められなかったことを示す。 

 

 

 

 

 

 

図 3-22 11 カ月経過した時点での炭素鋼試料（上段）および木材接触試料（下段）の状態 

深度 60 cmおよび深度 100 cmでは引き上げ直後は金属光沢を有しており、図 3-22 で認められ

る黒色物質は取り上げ後の乾燥過程で形成されたものである。 
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図 3-23 炭素鋼および木材接触試料の断面の SEM 像、O、Si、S、Cl、Ca、Fe の元素マップ 

a-1：深度 2.5 cm に設置した炭素鋼試料、a-2：深度 20 cmに設置した炭素鋼試料、b-1：深度

2.5 cmに設置した木材接触試料、b-2：深度 20 cmに設置した木材接触試料 
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図 3-24 堆積物中での炭素鋼試料の腐食速度と深度の関係 

 

 

３．５．２．２ 深度による炭素鋼試料の腐食の変化 

 鉄製遺物の腐食状態の深度ごとの差異に対する埋蔵環境の影響について検討する。深度

2.5、20 cm に設置した炭素鋼試料では試料表面に厚い固着物が形成され、腐食生成物とし

て深度 2.5 cm では針鉄鉱、深度 20 cm では磁鉄鉱の酸化鉄が腐食生成物として生じること

が認められ、断面観察の結果を考慮すると、深度 2.5 cm では炭素鋼の減肉が均一に生じて

おり、深度20 cmにおいては炭素鋼の減肉が局所的に生じているという特徴が認められた。 

Fe -H2O 系の電位-pH 図を図 3-25 に示す。なお、図 3-25 には柱状試料 No.1、2 の pH お

よび ORP を併せて記載した。炭素鋼試料において酸化鉄である針鉄鉱および磁鉄鉱が形成

された結果は、堆積物の間隙水での pH、ORP の実測値と電位-pH 図から推定された堆積

物中での安定な腐食生成物相と整合する。第３章第４節の埋蔵環境調査から堆積物のごく

表層にのみ DO が存在すると推察されており、深度 2.5 cm に設置された試料では酸化的な

環境下での腐食が生じることで腐食生成物として針鉄鉱が形成されたと考えられる。一方

で図 3-25 に示した ORP の変化を考慮すると、深度 20 cm では表層に比べて還元性が強い

環境に移行した結果、腐食生成物として磁鉄鉱が形成されたと考えられる。図 3-26 に深度

2.5 cm および深度 20 cm における炭素鋼試料の腐食の形態の差異と腐食の過程の模式図を

示す。磁鉄鉱は針鉄鉱に比べて緻密な腐食生成物であり、不動態皮膜として作用する（腐食
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防食協会：1993b）。深度 2.5 cm においては腐食生成物として多孔質な針鉄鉱が形成され、

アノードとカソードが固定されることなく、均一に腐食が進行したと考えられる（図 3-26 

A-Ⅰ～Ⅲ）。一方で塩化物イオンを含む環境下において不動態皮膜が形成された場合、その

一部が破壊され、局部腐食が生じる。深度 20 cm ではやや還元的な環境において腐食が生

じたため、腐食生成物として磁鉄鉱が形成された後（図 3-26 B-Ⅰ~Ⅱ）、皮膜が破壊された

箇所がアノードとして固定され、電気的中性を満たすために塩化物イオンが泳動し、減肉部

において集積したと推察される（図 3-26 B-Ⅰ~Ⅲ）。鉄製遺物内部に集積する塩化物塩は塩

化鉄（Ⅱ）および塩基性塩化鉄であることが報告されている（Réguer et al.: 2007）。塩化鉄は

保管時に高湿度環境下に置かれた場合に潮解して腐食を引き起こす。さらに、腐食の進行に

ともない赤金鉱が生じることで遺物の劣化が引き起こされる（Watkinson: 1983）。劣化試

験から埋蔵深度にともなう酸化還元状態の差異に起因して腐食生成物の皮膜としての性質

が変化することで、腐食生成物内部の Cl の集積状態が変化する可能性が示された。埋蔵環

境によって鉄製遺物内部の Cl の分布状態が異なるという結果は、保管時における鉄製遺物

の保存を検討するための重要な知見と考えられる。また、深度 40 cm 以深においては腐食

生成物の形成が認められず、取り上げた直後においては金属光沢を有していることが観察

された。これは、埋蔵深度が増加するにつれて腐食が緩慢になったためと考えられる。 

 

 

図 3-25 Fe-H2O 系の電位-pH 図ならびに柱状試料 No.1、No.2の pHおよび ORP 3-2、3-3 

□：No.1、◇：No.2:の柱状試料を示す。 
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図 3-26 深度 2.5 cm ならびに 20 cmにおける腐食の形態の差異と腐食過程の模式図 

A: 深度 2.5 cm での腐食、B: 深度 20 cmでの腐食を示す。 

 

 

３．５．２．３ 腐食速度の変化に及ぼす埋蔵深度の影響 

 次に鉄製遺物の腐食速度に及ぼす埋蔵環境の影響について検討する。堆積物の表層付近

および深度 60～100 cm における炭素鋼の腐食の模式図を図 3-27 に示す。低層海水が還元

的な環境に移行する夏期においても堆積物から約 20 cm 上の低層海水中の DO は約４ 

mg/L を示し、酸化的な環境に移行する冬期では８ mg/L を維持することが確認されている

ことから、低層海水中における腐食の主なカソード反応は DO の還元と考えられる。中性

水溶液中における炭素鋼の腐食速度は溶液中の DO 濃度に比例するため（腐食防食協会：

2002）、低層海水中での腐食速度は一般的な海水環境下と同等の 0.1 mm/y に達すると推察

される（腐食防食協会：1993a）。一方で、第３章第４節で示した堆積物の ORP を考慮する

と、DO は堆積物中のごく表層のみにおいて存在し、それ以深では DO は枯渇していると考

えられる。海洋環境のような中性領域においては、腐食反応は(3-1)式で示されるアノード反

応と、(3-2)式および(3-3)式で示される DO のカソード反応、水のカソード反応が対になる

ことで生じる。 
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 Fe → Fe2+ + 2e- 3-1  

 O2 + 2H2O + 4e- → 4OH- 3-2  

 2H2O + 2e- → H2 + 2OH- 3-3  

 

したがって、堆積物中での腐食速度は酸化剤である DO などの反応物および Fe2+、OH-な

どの生成物の物質移動によって支配される。なお、堆積物中のような多孔質な物質中の化学

物質の拡散はその空隙率の影響を受け（Jury and Horton: 2004）、空隙率が低くなるにつれて

その拡散は緩慢になる。堆積物のごく表層においては、(3-2)式が主なカソード反応であり、

堆積物中の DO の拡散による供給が鉄製遺物の腐食速度を律していると考えられる。堆積

物の表層では DO が含まれるとともに空隙率が高い状態であるため、腐食速度は 0.05 mm/y

の比較的高い値を示したと考えられる。深度 20 cm においては、DO は枯渇していると考

えられ、主に(3-3)式がカソード反応となり鉄製遺物の腐食は進行すると推察される。DO が

枯渇した環境下において主な腐食のカソード反応が(3-3)式に移行した場合、炭素鋼の腐食

速度は生成した腐食被膜中およびその空隙内での拡散による H2O の供給ならびに生成物と

して生じる Fe2+や OH-の炭素鋼の近傍からの除去に律せられる（柴田ら：2013）。深度が増

加するにつれて空隙率が低下することが確認されており、Fe2+や OH-などの物質移動が著

しく緩慢になるため腐食速度は停滞したと考えられる。 

 

 

図 3-27 堆積物の表層および深度 60～100 cm における炭素鋼の腐食の模式図 



109 

 

３．５．２．４ 木材が接触した炭素鋼試料の腐食 

 木材接触試料の腐食状況および堆積物の環境調査に基づいて、木材が接触した場合の鉄

製遺物の腐食について検討する。木材接触試料では、深度 20 cm 以深において硫化鉄であ

るマッキーノ鉱が形成され、深度 2.5 cm においても磁鉄鉱に加えて硫化鉄が形成されてい

る可能性が高いと推察される。深度 2.5 および 20 cm に設置した試料の断面観察から腐食

生成物層の内側に水酸化鉄、外側に硫化鉄が形成されていることが認められており、この特

徴は硫酸塩還元菌が介在する微生物腐食の特徴と一致する（腐食防食協会編：2004）。硫酸

塩還元菌は嫌気的条件で硫酸還元をおこなう従属栄養細菌である（濵﨑・木暮: 2015）。S は

海水中では主に硫酸イオン（SO42-）として 2.712 g/kg 含まれており、沿岸域では微生物の

代謝に利用される化学種として量的に重要な位置を占める（桑本：2005）。SO42-は沿岸域の

堆積物中などの嫌気的な環境下において硫酸塩還元菌によって硫化物イオン（S2-）にまで

還元される。還元によって生成した S2-は鉄 Fe2+と結合して FeS を生成し、さらに HS-と反

応すると黄鉄鉱が形成されるとされている（Fenchel et al.: 2012）。 

 図 3-28 に Fe-S-H2O 系の電位-pH 図を示す。なお、図 3-28 には柱状試料 No.1 および

No.2 の pH と ORP も示した。図 3-28 より堆積物間隙水の ORP と pH の実測値から堆積

物中ではすべての深度において酸化鉄が安定である。堆積物中で腐食生成物としてマッキ

ーノ鉱が形成される条件としては、木材接触試料の周辺が還元性の強い環境に移行する必

要がある。堆積物の酸化還元状態は酸化剤の種類とその供給速度と微生物活動によるそれ

らの消費の収支によって形成される。木材と接触した炭素鋼では木材由来の有機物が微生

物の栄養となり、微生物の代謝過程で利用されることで種々の酸化剤の還元が進んだ結果、

遺物周辺のみが局所的に還元環境に移行することで、嫌気性微生物である硫酸塩還元菌が

介在する微生物腐食が生じたものと推察される。硫酸塩還元菌による微生物腐食の機構は

カソード複極説によって説明されてきており（腐食防食協会編：2004）、近年、特定の硫酸

塩還元菌が介在して炭素鋼の腐食が生じた場合、腐食速度が顕著に上昇することが報告さ

れている（Enning and Garrelfs : 2014）。炭素鋼のみで設置した試料では深度 60 cm 以深

においても腐食生成物が認められなかったのに対して、木材接触試料では硫化鉄が形成さ

れたことを考慮すると、還元環境においては鉄製遺物に木材などの有機質が接触した場合

には炭素鋼のみのものに比べて腐食が促進されると考えられる。一方で、深度 2.5 cm に設

置した木材接触試料の減肉は同深度の炭素鋼試料に比べて顕著に緩慢であり、酸化的な環

境での炭素鋼試料の腐食に比べて、木材接触試料でみとめられる還元環境下での腐食は緩

慢であると考えられる。 

 

http://aem.asm.org/search?author1=Dennis+Enning&sortspec=date&submit=Submit
http://aem.asm.org/search?author1=Julia+Garrelfs&sortspec=date&submit=Submit
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図 3-28 Fe-S-H2O系の電位-pH 図ならびに柱状試料 No.1、No.2の ORPおよび pH3-2、3-3 

□：No.1、◇：No.2 

 

 

３．６ 海洋環境における鉄製遺物の腐食に及ぼす埋蔵環境の影響 

 ここでは鉄製遺物の腐食状態の調査、海底の環境に関する調査、ならびに海底での炭素鋼

試料を用いた劣化試験の結果に基づいて、海底における鉄製遺物の腐食に及ぼす埋蔵環境

の影響、ならびに埋蔵してからの鉄製遺物の腐食過程について検討する。また、鷹島海底遺

跡における現地保存のための環境改善案の提示、ならびに海洋出土鉄製遺物の保管時の腐

食に埋蔵環境が及ぼす影響についても検討する。 

 

３．６．１ 海底での鉄製遺物の腐食に及ぼす埋蔵環境の影響 

 海底における鉄製遺物の腐食は低層海水中および堆積物中では顕著に異なるとともに、

埋蔵される堆積物の深度によっても変化することが示された。低層海水中では DO 濃度が

還元的な環境に移行する夏期においても 4 mg/L 含まれることが認められ、堆積物中の DO

を含む深度は厚くとも表層の数 cm と考えられた。また、堆積物中では酸化剤の DO の供給

は堆積物の間隙水中の拡散が主であるのに対し、低層海水中では移流にともなう DO の供

給が卓越することで、高い腐食速度を示すと考えられる。 
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 また、細粒分に富み主にシルト～泥で構成される堆積物中の腐食速度は表層では高いも

のの、深度が増加にともなって低下する傾向を示した。常に水分飽和の状態が維持される海

底の堆積物中において、DO の供給は堆積物の間隙水中の拡散、その消費は堆積物中の微生

物の呼吸であり、この収支によって堆積物中の DO 濃度が定められる。堆積物の深度が増

加するにつれて、空隙率が低下し、DO の移動が緩慢になることで、鉄製遺物の腐食速度は

低下すると考えられる。また、溶出した Fe2+の鉄製遺物からの拡散という観点においても、

堆積物の空隙率の低下は腐食速度の低下に寄与すると考えられる。したがって、堆積物中で

の鉄製遺物の腐食速度に対しては堆積物の空隙率が顕著に影響を及ぼすものと考えられる。 

 鉄製遺物に形成される腐食生成物の観点では、シルト～堆積物の ORP は表層付近では

200 mV を示しており、堆積物の ORP および pH の実測結果と Fe-H2O 系および Fe-S-H2O

系の電位-pH による検討では鉄は酸化鉄が安定な環境であることが示されており、劣化試

験においても酸化鉄が形成されることが認められた。したがって、堆積物の表層付近におい

ては鉄製遺物の腐食に伴い、腐食生成物として酸化鉄が形成されると考えられる。深度 60 

cm 以深においては、腐食は極めて緩慢であり、1 年間の腐食試験では腐食生成物の形成は

認められなかった。堆積物の ORP および pH の実測結果と電位-pH による検討では深度 60 

cm 以深においては、硫化鉄が安定な領域に隣接しているものの、酸化鉄が安定な領域に位

置しており、劣化試験からも硫化鉄が明確に形成される結果は認められなかった。一方で、

劣化試験では炭素鋼試料に木材を接触させた場合に、深度 20 cm 以深で硫化鉄が腐食生成

物として形成されることが認められた。したがって、腐食生成物として硫化鉄が形成される

要因としては、堆積物中の ORP の低下に加えて、木材などの有機質が接触することが影響

を及ぼしていると考えられる。ORP が+100 mV を維持する深度 20 cm においても木材を

接触させた炭素鋼試料において硫化鉄が形成されることを考慮すると、鉄製遺物の硫化鉄

の形成においては堆積物中のORPに加えて有機質が接触していることの影響が大きいと考

えられる。出土鉄製遺物の状態分析においても、木質が付着した鉄製遺物で硫化鉄が形成さ

れていることと整合する結果を示した。 

 

３．６．２ 海底での鉄製遺物の腐食過程 

 鉄製遺物は弘安の役に関連しているとされており、海底に約 930 年にわたって埋没して

いたことになる。炭素鋼では腐食の過程で腐食生成物の皮膜が生じることで腐食速度が

徐々に低下する。今回得られた各深度の炭素鋼試料の腐食速度を外挿して鉄製遺物の腐食

量を算出した場合、減肉厚さが過大に評価されることを考慮して、堆積物の表層に埋没した

鉄製遺物の腐食過程を検討する。得られた腐食速度から堆積物の表層では930年間で約93.5 

mm、深度 20 cm においても 930 年間で約 26.2 mm の鉄製遺物の減肉が生じる。調査地の

堆積物の堆積速度は約 0.95 mm/y とされており（楮原：2016）、鉄製遺物の埋没深度が 20 

cm に達するには約 200 年の時間を要すると考えられる。したがって、鉄製遺物は堆積過程

の中で徐々に腐食速度を落とすものの、埋没してからかなりの期間は高い腐食速度を維持
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していたと考えられる。このため、埋没してから数年という期間で多くの鉄製遺物の金属鉄

はすべて溶出したと考えられる。出土した多くの鉄製遺物で金属鉄が溶出した状態が観察

されている状況は上述した過程の結果と考えられる。ただし、深度 60~100 cm では、過大

に見積もって 930 年間で約 4.7 mm の減肉が生じると考えられることから、埋没直後に深

度 60 cm以深に鉄製遺物が位置した場合では金属鉄が残存する可能性があると考えられる。 

 

３．６．３ 鷹島海底遺跡における鉄製遺物の現地保存の検討 

 低層海水における DO 濃度は夏期に還元的な環境に移行し、冬期においてはおおむね飽

和した状態が維持されることが認められた。ただし、夏期においても低層海水の DO 濃度

は 4 mg/L を維持しており、海水中での鉄製遺物の腐食速度は極めて高いと考えられる。ま

た、堆積物中では DO は表層の数 cm にのみ含まれていると考えられ、埋蔵される深度が増

加するにつれて急激に腐食速度は低下することが示された。 

現地での環境調査および劣化試験から、鷹島海底遺跡において鉄製遺物の腐食が抑制さ

れる環境条件として、（１）DO 濃度が低く、還元的な環境であること、ならびに（２）鉄

製遺物の表面が緻密な物質で覆われており、表面の物質移動が緩慢な状態であることが考

えられた。また、（３）夏期の温度上昇にともない腐食速度が上昇すると考えられることか

ら、夏期の温度上昇を抑制することも有効と考えられる。木材接触試料では還元環境下にお

いても腐食が生じ、硫化鉄が形成されることが認められ、木材などの有機質が鉄製遺物に付

着した場合、還元環境下において硫酸塩還元菌が介在した微生物腐食が生じると考えられ

る。しかしながら、木材が付着した状態での還元環境下での腐食速度は DO が存在する酸

化的な環境下での腐食に比べて顕著に低いと考えられることから、鉄製遺物の保存の観点

では還元環境下に鉄製遺物を維持すべきと考えられる。 

 鷹島海底遺跡に埋蔵された鉄製遺物の現地保存のための環境改善案として、海底面を DO

不透過性のシートで覆うこと、ならびに盛土を施す方法が考えられる。DO の不透過性のシ

ートをもちいることで低層海水からの DO の供給が抑制され、鉄製遺物の周辺環境が還元

環境に移行することで腐食が緩慢になると考えられる。また、盛土を施すことで、夏期の温

度の上昇が抑制されるとともに、DO の供給が抑制され還元環境に移行すると考えられる。 

また、沿岸域において発見された沈船などの遺物はその引き揚げと保管管理に莫大な費

用と時間を要するなどの理由から、現地においてその保存を図ることが推奨されている

（UNESCO: 2001）。鷹島海底遺跡においてもこれまでに 2 隻の元軍船が発見されており、

考古学的な調査が実施された後、現地にて埋め戻しによる保存が図られている。発掘によっ

て堆積物が除去された鉄製遺物は、低層海水に露出することで移流によって DO が供給さ

れるとともに、溶出した Fe2+が沖合に除去されることから、腐食速度が著しく上昇すると

考えられる。したがって、沿岸域に位置する遺跡での現地保存に関しては、発掘後の埋め戻

し法を検討することも必要である。元軍船は船体を構成する木材と鉄釘などの鉄製遺物か

ら構成されており、これらの鉄製遺物の保存を現地にて担保するにあたっては、埋め戻しに
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よって前述した鉄製遺物の腐食が抑制され得る環境をつくりだすことが重要である。 

 鉄製遺物の保存を目的とした埋め戻し案を図 3-29 に示す。案 A は砂を用いて埋め戻しを

おこない、海底面に DO 不透過性のシートを設置する方法である（図 3-29 planA）。低層海

水からの DO の供給を DO 不透過性のシートにて抑制するとともに、遺物を砂で覆うこと

で遺物表面での物質移動が抑制され、鉄製遺物の腐食が抑制されると考えられる。一方で、

元軍船の現地保存においては、埋め戻しによる遺物の劣化の抑制の状況を確認するため、定

期的な船体のモニタリングを実施する観点も必要と考えられる。案 B は船体のモニタリン

グの実施を考慮したものであり、元軍船の表層の数 cm を砂で覆い、その上部に土のうと

DO 不透過性のシートを交互に重ねる方法である（図 3-29、planB）。土のうを埋め戻しに

用いることで、定期的なモニタリングを容易にできる状況を担保しつつ、元軍船の表面を砂

で覆うことで、表面での物質移動が生じにくい状況が維持されると考えられる。また、土の

う間に生じる隙間から DO が移流によって供給されるため、土のうと DO 不透過性のシー

トを重ねることで、DO の供給が抑制され、鉄製遺物の腐食が抑制された還元環境が維持さ

れると考えられる。 

 

 

図 3-29 鷹島海底遺跡における埋め戻し法の案 
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３．６．４ 保管時の海洋出土鉄製遺物の劣化の可能性と埋蔵環境の影響 

 海洋環境下から出土した鉄製遺物の引き上げ後に生じる保管時の劣化について検討する。

海洋環境下から出土した鉄製遺物の保管時の劣化については、鉄製遺物の内部に集積した

塩化鉄（Ⅱ）などの潮解に伴い生じる劣化と内部の硫化鉄の酸化により生成する硫酸鉄によ

って生じる劣化が考えられる。 

前者については劣化試験における炭素鋼試料の断面の SEM-EDX による観察から、深度

2.5 cm に設置した試料では炭素鋼試料内部の Cl の集積は認められなかったものの、深度

20 cm に設置した炭素鋼試料の内部で Cl が集積していることが認められた。堆積物中の

ORP を考慮すると、鉄製遺物の Cl の集積はやや還元的な環境に移行する深度 20 cm にお

いて腐食が進行することで磁鉄鉱が皮膜として形成された後、Cl-による皮膜の破壊の作用

によって局部腐食が生じることに起因すると考えられる。したがって、鉄製遺物内部に塩化

物塩が集積する腐食機構は、周辺の Cl-濃度のみではなく、ORP などの埋蔵環境も影響を及

ぼしていると考えられ、特定の深度で鉄製遺物の腐食が生じた際に発掘後の劣化が生じる

という可能性が考えられる。 

後者については、埋蔵環境下で形成された硫化鉄が発掘後に酸化し、ナトロジャロサイト

（NaFe3(SO4)2(OH)6）、緑礬（FeSO4･7H2O）が形成されることで劣化することが知られてい

る（Sandström et al.: 2002）。Fe-S-H2O系の電位-pH図から、硫化鉄は還元環境下で形成さ

れることが示される（図3-28）。劣化試験の結果から、硫化鉄はシルト質の堆積物中に埋没

した状態では顕著には形成されず、鉄製遺物に木製遺物が接触した場合に形成されること

が認められた。したがって、鉄製遺物の腐食状態の調査および劣化試験から木材が接触した

鉄製遺物については引き揚げた後、硫化鉄の酸化に起因する劣化の発生が危惧される。 

 これらの結果から、発掘後の鉄製遺物の劣化の発生の有無は埋蔵時の鉄製遺物の環境に

依存していると考えられる。埋蔵時の塩化物塩の集積および硫化鉄の形成の条件をより詳

細に把握していくことで、現地の埋蔵環境から発掘後、保管時の鉄製遺物の劣化の危険性の

予測が可能になると考えられる。 

 

３．７ 第３章のまとめ 

 第３章では、長崎県松浦市に位置する鷹島海底遺跡を調査地として、出土鉄製遺物の腐食

状態、海底の環境に関する調査および金属試料をもちいた劣化試験を実施し、海洋環境下に

おける鉄製遺物の腐食に及ぼす埋蔵環境の影響について検討した。 

第３章第３節では、調査地とした鷹島海底遺跡から出土した鉄製遺物について光学顕微

鏡、X 線透過撮影、X 線 CT を用いた状態の観察ならびに XRF 分析、XRD 分析による腐食

生成物の同定をおこない、腐食状態を把握した。その結果、多くの鉄製遺物の内部で低密度

化が生じ、金属鉄の残存が認められなかったことから、埋蔵時の鉄製遺物の腐食速度は比較

的高い状態が維持されていたと考えられた。また、鉄製遺物の腐食状況は腐食生成物として
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酸化鉄が形成されているタイプ A および硫化鉄が形成されているタイプ B に大別された。

発掘時の記録から酸化鉄が形成されている鉄製遺物は粒度が高い砂質の堆積物中に埋没し

ていたこと、硫化鉄が形成される鉄製遺物は粒度が低いシルト質の堆積物中に埋没してい

たことが示された。すなわち、同一遺跡においても、堆積物の状態などの埋蔵環境の差異に

由来して腐食状態が異なることが認められた。また、硫化鉄が形成されるタイプ B では、

鉄製遺物に木材が付着するという特徴を有することから、木製遺物が鉄製遺物に接触する

ことで、硫化鉄が形成される可能性も示唆された。 

 第３章第４節では鷹島海底遺跡における埋蔵環境の季節変動と堆積物の鉛直方向におけ

る状態の差異を把握するため、鷹島１号船が発見された黒津浦の湾内において低層海水の

温度と DO の年間の変動を把握するとともに、堆積物の柱状試料を黒津浦の複数箇所にて

採取し、ORP、pH、空隙率、AVS および COD の鉛直変化を測定した。さらに得られた結

果に基づいて考えられる海底での腐食状況を検討し、第３章３節で調査した出土鉄製遺物

の腐食状態との整合性を検討した。その結果、海底の DO 飽和度は夏期に低下し、冬期にお

いては飽和した状態が維持されていることから、埋蔵環境は夏期に還元的な環境に移行し、

冬期においては酸化的な環境が維持されるという明瞭な季節変動が認められた。また、主に

シルト～泥質で構成される堆積物中では深度が増加するにつれて還元環境に移行すること

が示された。また、ORP の値より堆積物中ではその表層数 cm でのみ DO が含まれると考

えられた。細粒な堆積物にくらべて粗粒で含水率が高い堆積物では ORP が高い傾向が認め

られ、粒度および含水率の差異によっても堆積物の酸化還元状態が異なることが示された。

また、AVS の結果から、堆積物中での硫酸還元反応は表層付近では停滞するものの、深度

10~20 cm において顕著に生じていると考えられる。以上の結果から海底での鉄製遺物の腐

食を検討すると、低層海水中においては DO 濃度が充分に高いために鉄製遺物の腐食速度

は高いと考えられた。また、堆積物中において、DO は枯渇した状態にあること、ならびに

物質移動が緩慢になることを考慮すると、鉄製遺物の腐食速度は海水中に比べて顕著に低

下すると考えられた。また、10ｃｍ以深の堆積物中においては嫌気性微生物が介在する腐食

を生じる可能性が示唆された。 

第３章第５節では堆積物中の異なる深度に炭素鋼試料と炭素鋼試料に木材を接触させた

供試体を設置し、その状態を分析することで、埋蔵深度が鉄製遺物の腐食に対して及ぼす影

響について検討した。その結果、炭素鋼のみで堆積物中に設置した場合、表層から深度 20 

cm までは酸化鉄から成る厚い腐食生成物が生じ、深度 60 cm 以深においては腐食生成物の

形成は認められなかった。一方、腐食速度は表層付近で高く、深度 20 cm までで急激に低

下し、深度 60 cm 以深では低い腐食速度を維持しており、深度が増加するにしたがって鉄

製遺物の腐食は緩慢になることが示された。また、木材を接触させた炭素鋼では、深度 2.5 

cm においては酸化鉄が形成されるものの、それ以深では硫化鉄が形成されることが認めら

れ、炭素鋼のみと木材が付着した場合に腐食が顕著に異なることが示された。 

 さらに、第３章第６節では第３章第３～５節の調査の結果に基づいて、海洋環境下におけ
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る鉄製遺物の腐食に及ぼす埋蔵環境の影響について検討した。その結果、堆積物中ではその

空隙率が腐食速度に顕著に影響を及ぼしていると考えられる。さらに、硫化鉄の生成は木材

が鉄製遺物に付着することが主要な要因と考えられる。海底での鉄製遺物の腐食過程を検

討した結果、鉄製遺物が埋没した直後の低層海水中、ならびに堆積物のごく表層においてそ

の腐食速度は高く、このような埋蔵位置では速やかに金属鉄は腐食によって溶出すると考

えられる。一方で、埋没直後に深度 60 cm 以深に鉄製遺物が位置した場合では、金属鉄が

残存する可能性があるものと考えられる。また、鷹島海底遺跡における鉄製遺物の現地保存

のための環境改善案として、盛土を施すこと、海底面を DO 不透過性のシートで覆うこと

で夏期の温度上昇を抑制するとともに、還元環境を作り出すことを提示した。また、発掘調

査後の元軍船の埋め戻し法として、砂と DO 不透過性のシートを用いる方法などを提示し

た。また、海洋環境下から出土した鉄製遺物の保管時の劣化の可能性を検討した結果、磁鉄

鉱が形成されるような還元環境下において鉄製遺物の腐食が進行した場合、保管時に塩化

鉄（Ⅱ）の潮解にともなう腐食が生じる可能性が示唆された。また、木材をともなう鉄製遺

物では、保管時において硫化鉄の酸化に起因する劣化が生じる可能性が示唆された。 

 

 

 

 

註 

3-1 表 3-3 における XRF の結果は Fe の検出強度に対する検出された各元素の比を取り、100 倍した数値

を示した。 

3-2 図 3-25、図 3-28 は既存の熱力学データを使用して作成した（日本化学会：1984，Stumm and Morgan: 

1996）。 

3-3 図 3-25、図 3-28 では Fe2+濃度を 10-6 mol/L、図 3-28 では SO4
2-を 10-2 mol/L として作図した。ま

た、電位-pH 図中の破線は水の安定領域を示す。 
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第４章 結論 

 

 本研究では鉄製遺物および青銅製遺物について、埋蔵環境下における金属製遺物の現地

保存の方法論の提示、ならびに発掘後の保管時における腐食に対する保存法の開発に資す

る知見を得ることを目的として、陸域および沿岸域の遺跡の埋蔵環境下での腐食の機構と

埋蔵環境が腐食に及ぼす影響について以下の検討をおこなった。 

 第１章では金属製遺物の保存の意義ならびに鉄製遺物および青銅製遺物の保存に関する

課題について整理した後、腐食の基礎理論を示すとともに腐食反応の電気化学的式を記述

した。また、金属製遺物の腐食の観点から遺跡の埋蔵環境を分類し、陸域に位置する金属製

遺物の腐食および沿岸域における金属製遺物の腐食の特徴と既往研究を整理するとともに、

金属製遺物の腐食研究における課題についても記述した。さらに、埋蔵時における金属製遺

物の腐食に及ぼす埋蔵環境の影響について検討する意義を示し、本研究の目的および本論

文の構成について示した。 

 第２章では陸域の遺跡における金属製遺物の腐食を対象として、土中の含水状態と温度

が金属製遺物の腐食に及ぼす影響を検討するための実験室実験および古墳の石室内の埋蔵

環境が腐食に及ぼす影響を検討するための模擬実験を実施した。 

第２章第２節では埋蔵環境下における金属製遺物の腐食の重要な環境因子である、土中

の含水状態および温度の影響を検討するため、交流インピーダンス法による腐食速度のモ

ニタリングをおこなう実験室実験を実施した。その結果、金属製遺物の腐食速度は土中の水

分が飽和した状態ではゆるやかに低下し、含水状態が低下した際に腐食速度の急激な上昇

が認められたことから、土中の含水状態が金属製遺物の腐食に著しく影響を及ぼすことが

示された。また、試験温度が 10℃上昇することで腐食速度が約２倍に上昇するなど、土中

温度も金属製遺物の腐食速度に影響を及ぼすことが示された。さらに実験室実験で得られ

た結果と田熊石畑遺跡の環境の実測結果から田熊石畑遺跡における青銅製遺物の腐食速度

は夏期における土中の温度の上昇と土中の水分の乾湿が繰り返される際に上昇することを

示した。これらの結果から、田熊石畑遺跡における青銅製遺物の保存のための環境改善案と

して、夏期の温度上昇を抑制させること、ならびに遺物包含層への水分の供給の抑制を図る

ことで、土中の含水状態を低下させて青銅製遺物の腐食を抑制させる方法を提示した。 

 第２章第３節では古墳の石室内に埋葬された金属製遺物の腐食に及ぼす埋蔵環境の影

響を検討するため、古墳の石室を模した土中空間内において腐食センサによるモニタリン

グおよび金属試料をもちいた劣化試験を実施した。その結果、石室内の鉄製遺物は、夏期に

腐食速度が上昇し、冬期に低下するという変化を示すとともに、腐食を引き起こす水膜の状

態は石室内の結露性状に由来して季節によって変化し、夏期では金属製遺物自体の結露、冬

期においては天井で結露により生じた水の滴下によって供給されることが示された。夏期

に認められた腐食速度の上昇は温度の上昇および金属製遺物の表面に常に水膜が形成され
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ていることが要因と考えられる。また、鉄製遺物および青銅製遺物の腐食形態は周辺の O2

濃度、CO2濃度などの環境因子の影響に加えて、金属製遺物の表面の水膜が留まるか、速や

かに移動するかなどの水の状態が影響を及ぼすと考えられる。石室内および床面土中の鉄

製遺物においては、その表面の水膜の厚い箇所がアノードとして固定されることでマクロ

セル腐食が生じることが認められた。また、青銅製遺物では表面に腐食生成物として認めら

れる孔雀石の生成は夏期の CO2 濃度の上昇によって進行すること、青銅のスズの含有量の

増加にともない、皮膜として作用する錫石が形成されやすくなり、青銅製遺物の腐食が抑制

されることが認められた。また、鉄製遺物および青銅製遺物の腐食速度は、初期の数年で著

しく低下することが示された。これは形成される腐食生成物層が DO の供給および溶出し

た金属イオンの拡散による除去を抑制するためと考えられる。さらに、古墳の石室内におけ

る金属製遺物の現地保存のための環境改善案として、古墳の断熱性を向上させ、石室内の結

露の発生量を抑制するとともに、夏期の温度の上昇を緩慢にすることで、金属製遺物の腐食

を抑制する方法を提示した。また、金属試料の腐食状態と Cl の集積の状態について検討し、

古墳の石室内に設置された鉄製遺物では局部腐食が生じた場合においても、必ずしもアノ

ードに Cl が集積しないことを示した。 

 第３章では沿岸域における鉄製遺物の腐食に及ぼす埋蔵環境の影響を検討するため、海

洋出土鉄製遺物の腐食状態、海底の埋蔵環境の調査ならびに金属試料をもちいた劣化試験

を実施した。 

第３章第３節では鷹島海底遺跡から出土した鉄製遺物の腐食状態を分析するとともに、

その出土状況と腐食状態の関係を検討した。鉄製遺物はその腐食状態から腐食生成物とし

て酸化鉄が形成されているもの、ならびに硫化鉄が形成されているものに分類されること

が示された。また、発掘時の記録からこれらの酸化鉄が形成されている鉄製遺物は粒度が高

い砂質の堆積物中に埋没していたこと、硫化鉄が形成される鉄製遺物は粒度が低いシルト

質の堆積物中に埋没していたことが認められた。 

 第３章第４節では鷹島海底遺跡を調査地として、低層海水の温度および DO の年間の変

動を把握するとともに、海底の堆積物の柱状試料を複数箇所にて採取し、ORP、pH、空隙

率、AVS および COD の鉛直変化を測定した。さらに得られた結果に基づいて海底での鉄製

遺物の腐食を検討した。その結果、海底の埋蔵環境は夏期に還元的な環境に移行し、冬期に

おいては酸化的な環境が維持されるという明瞭な変化が認められた。また、主にシルト～泥

質で構成される堆積物中では深度が増加するにつれて還元環境に移行するとともに、細粒

分に富む堆積物に比べて粗粒な堆積物では酸化的な環境であることが認められ、堆積物の

粒度、空隙率などの影響により酸化還元環境が変化することが示された。また、深度 10~20 

cm 以深においては硫酸還元が生じている可能性が示された。以上の結果から、低層海水中

では鉄製遺物の腐食速度は高く、堆積物中では深度の増加にともなって腐食速度が低下す

る可能性が示された。 

 第３章第５節では鷹島海底遺跡の海底において、炭素鋼と炭素鋼に木材を接触させた供
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試体を深度ごとに設置した劣化試験を実施した。その結果、炭素鋼の腐食は深度の増加に伴

って急激に低下し、堆積物中の埋蔵深度によって炭素鋼の腐食状態は著しく変化すること

が示された。腐食生成物として形成された塩化物塩は堆積物の表層では認められず、深度 20 

cm の試料でのみ形成される傾向が認められており、鉄製遺物内部に塩化物塩が集積する条

件として、Cl-濃度のみではなく周辺の酸化還元状態なども影響を及ぼすと考えられる。ま

た、木材が接触した場合、硫酸塩還元菌が介在する微生物腐食が生じ、腐食生成物として硫

化鉄が形成されることなどが認めらており、金属製遺物の腐食は有機質遺物をともなうこ

とで変化することが示された。 

第３章第６節では第３章第３～５節の結果に基づいて、沿岸域での鉄製遺物の腐食につ

いて検討した。その結果、堆積物の空隙率が金属製遺物の腐食速度に顕著に影響を及ぼして

おり、これは堆積物の状態が酸化剤の供給と溶出した Fe2+の拡散による除去に影響を及ぼ

しているためと考えられる。また、硫化鉄の生成は木材が鉄製遺物に付着することが主要な

要因と考えられる。海底での鉄製遺物の腐食過程を検討した結果、鉄製遺物が埋没した直後

の低層海水中、堆積物の表層においてその腐食速度は極めて高く、このような埋蔵位置では

速やかに金属鉄は腐食によって溶出すると考えられる。一方で、埋没直後に深度 60 cm 以

深に鉄製遺物が位置した場合では金属鉄が残存する可能性があることなどの結果が得られ

た。これらの結果から、鷹島海底遺跡における鉄製遺物の腐食が抑制される環境条件として、

DO 濃度が低く還元環境であること、鉄製遺物の周囲での Fe2+などの腐食に関わる化学種

の拡散を緩慢にすること、ならびに夏期の温度上昇を抑制することを提示した。さらに、鷹

島海底遺跡における鉄製遺物の現地保存のための環境改善案として、盛土を施すこと、海底

面を DO 不透過性のシートで覆うことなどが有効であり、発掘調査後の元軍船の埋め戻し

法として、砂と DO 不透過性のシートを用いる方法などを提案した。また、保管時の腐食を

引き起こす鉄製遺物内部への塩化物塩の集積は周辺の Cl-濃度に加えて酸化還元状態などの

埋蔵環境の影響を受けることを示した。 

 本研究によって陸域および沿岸域の遺跡での金属製遺物の腐食速度および腐食形態にお

いては、温度が腐食速度に対する重要な環境因子であることが示された。また、酸化剤であ

る DO の濃度に加えて、金属表面の水膜の状態とその移動、さらに土中の含水率や構造の

影響によって腐食に関わる化学種の拡散が抑制されることが金属製遺物の腐食に大きく影

響を及ぼしていると推察される。また、金属製遺物の腐食は埋蔵環境の季節変動の影響を受

けて季節によって腐食の機構や腐食速度が変化した。種々の環境因子が金属製遺物の腐食

に及ぼす影響を検討するにあたっては、遺跡での腐食を想定した室内実験や現地での劣化

試験が非常に有効であると考えられる。特に遺跡における劣化試験と環境調査は金属製遺

物の現地保存の検討方法として不可欠な手法と考えられ、今後、埋蔵文化財行政において現

地保存を検討する場合に本研究で実施した検討法が適応され得ると考えられる。 

今後の埋蔵時における金属製遺物の腐食研究における課題および展望を、発掘後の金属

製遺物の保存に関する観点および金属製遺物の現地保存における観点で以下に示す。前者
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の発掘後の金属製遺物の保存に関する知見に関しては、金属製遺物の内部に集積する塩化

物塩の生成に対しては周辺の Cl-濃度のみに依存するわけではなく、土中の酸化還元状態な

ども影響を及ぼしていること、ならびに鉄製遺物に形成される硫化鉄は木材の付着によっ

て鉄製遺物の周辺が強い還元環境に移行することで形成されることが示された。以上の結

果から、保管時の金属製遺物の腐食の起点となる塩化物塩や硫化鉄の形成は同一遺跡内に

おいても埋蔵深度や共存する有機質遺物の影響を受けて変化すると考えられる。塩化物塩

の形成条件をさらに詳細に検討することで、遺跡の埋蔵環境から保管時の金属製遺物の腐

食性が予測され得ると考えられ、発掘後の金属製遺物の腐食性の予測に基づく新たな金属

製遺物の保管管理法が構築され得る可能性がある。 

後者の課題に関しては、例えば、国内には数万基を超える古墳が存在し、一基の古墳の石

室から数千点の金属製遺物が出土する場合がある。したがって、すべての古墳において発掘

を実施し、金属製遺物を取り上げ、保管、管理することは不可能であり、今後、未盗掘の古

墳や未発掘の遺跡における金属製遺物の現地保存が求められる事例が増加すると考えられ

る。 

金属製遺物の現地保存においては、様々な環境改善案が考えられ、種々の環境改善法の効

果の比較や長期間における現地保存の効果などを予測することで、適切な現地保存法を選

択することが必要である。そのためには、金属製遺物の腐食に対する種々の環境因子の影響

を定量的に把握するとともに、腐食の機構をモデル化することが必要と考えられる。また、

本研究では数年という短期間の実験結果であり、1000 年以上にわたって埋蔵された金属製

遺物に認められる腐食生成物層の影響は考慮できていない。金属製遺物の埋蔵環境下での

腐食状態の推察と、その後の長期間の腐食を予測するためには腐食生成物層の腐食への影

響の把握とその成長の予測も必要となる。腐食生成物の成長にともなう腐食の変化を把握

するためには現地での劣化試験や模擬実験を継続するとともに、腐食生成物層の成長につ

いても、その生成機構を検討しモデル化する必要がある。また、遺跡における遺物の劣化の

予測の観点では、外界の気象データなどの境界条件や遺跡の構造、遺跡を構成する材料の物

性などから遺跡の埋蔵環境を数値解析によって予測する技術の進展も重要であると考えら

れる。さらに遺跡の埋蔵環境とそこで生じる金属製遺物の腐食を統合したモデルを構築し、

数値解析を用いた検討をおこなうことは金属製遺物の現地保存を検討する上での極めて有

用な技術になると考えられる。 
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