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第 1 章 序論 

 

1.1 本研究の背景 

 

1.1.1 ベンガラについて 

ベンガラは広義では鉄系酸化物であり、赤色酸化鉄（-Fe2O3，鉱物名：ヘマタイト）、黒

色酸化鉄（Fe3O4，鉱物名：マグネタイト）、褐色酸化鉄（γ-Fe2O3，鉱物名：マグヘマイト）、 

黄色酸化鉄（-FeOOH, 鉱物名：ゲーサイト）等の総称であるが、狭義には赤色酸化鉄を意

味する 1）（表 1-1）。これらの酸化鉄は図 1-1 に示すように、加熱や加熱時の雰囲気によって、

相互に変化することが知られている 2）。本論文では、ベンガラを狭い意味での赤色酸化鉄と

して取り扱うが、純粋な-Fe2O3 だけを意味するのではなく、-Fe2O3 を主成分とした赤色無

機顔料と定義した。即ち、天然に産出する赤鉄鉱、-FeOOH を主構成相とする天然の黄土や、

地層中に産する褐色板状の水酸化鉄（鬼板）3)等を加熱して得られる酸化物も含むこととした。

ベンガラは紫土 4）、岱赫、代赭、鉄朱、土朱などの別名 5）もあるが、ベンガラがもっとも一

般的である。この名称は 16 世紀頃インドの西ベンガル地方産のベンガラを日本で多く輸入し

たことに由来するといわれている 1, 5）。 

現在、ベンガラは陶磁器、化粧品、プラスティック、アスファルト等への着色顔料として

使用されているだけでなく、触媒、研磨剤、防錆剤としても広く活用されている工業材料で

ある 1)。 

 

1.1.2 ベンガラの歴史 

ベンガラは人類が最初に使った無機顔料の 1 つである。南アフリカのブロンボス洞窟から

は約 10 万年前のベンガラの製作工房と推定される遺構が出土し 6)、ベンガラを作製したと考

えられる貝や石器等の道具類が見つかっている（図 1-2）。約 5 万年前（中期旧石器時代）の

スペインのアントン洞窟でもネアンデルタール人が使用したとされる赤色酸化鉄顔料塗彩貝

が出土している 7)。さらに、後期旧石器時代のラスコー洞窟（フランス，約 1 万 6 千年前）

やアルタミラ洞窟（スペイン，約 1 万 8 千年～1 万 4 千年前）のベンガラによる赤色で描か

れた洞窟壁画 8)はよく知られている（図 1-3）。 

日本では、北海道千歳の柏台１遺跡（旧石器時代, 約 1 万 7 千年前）でベンガラとみられ

る遺物が発掘されている 9,10)。塚原遺跡（縄文草創期, 約 1 万 1500 年前）では赤色彩色土器

に使用されたベンガラが発見されている 11)。さらに、熊本県阿蘇の下扇原遺跡（弥生時代）

の住居跡や土坑（人間が掘ったと推定される穴で、用途が不明なもの）からは赤色顔料が大

量に出土している 12)。縄文時代中期以降 （5,000～4,000 年前）、赤色顔料として水銀朱（HgS）

も使用されるようになり、ベンガラと水銀朱は使い分けされていたようである。さらに 6 世

紀以降になると鉛丹（Pb3O4）も使用されるようになり、古代日本では主に 3 種類の赤色顔料

を用途により使い分けていたと考えられている 13)。奈良県の高松塚古墳（7C 後半から 8C 頃）

の壁画では人物の唇に水銀朱を使用し裳や袋にはベンガラを使用するなどの意匠的な使い分

けもされている 14)。図 1-4 に主な遺跡と出土赤色顔料を示した。多くの遺跡で赤色顔料が出

1



土しているが、その中でも頻度が最も高い出土例、使用例はベンガラである。古代において

赤色顔料は、壁画や木製品、土器の装飾に用いられたり、また墳墓や住居の床に散布すると

いった祭祀的な目的で用いられたりと必需品であったと考えられる。水銀朱や鉛丹よりも手

に入りやすいベンガラは重宝されたのではないだろうか。それゆえ資産や特産品としての価

値もあったと考えられる 15）。 

中世（16C）においてはインドの西ベンガル地方産のベンガラが渡来し、ベンガラという名

称が広まった 5）。一方で、日本国内で作製された丹土ベンガラ等も同時に使用されていた 16）。

近世（18C）に入ると岡山県吹屋において「ローハ」を焼いて作製する人工合成ベンガラの生

産が始まり（図 1-5a）、陶磁器用、漆器用として能登、輪島、衣料の下染、家屋、船舶の塗料

用として「吹屋ベンガラ」の名をはせた 5,17)。江戸時代には大阪で鉄錆から作製するダライコ

ベンガラ（鉄丹ベンガラ）1,5）が盛んに製造されたが、吹屋ベンガラの品質には及ばず廃れて

しまった。吹屋では昭和までベンガラの生産が続けられていたが、製造プロセス中に亜硫酸

ガスや酸性排水を発生するため、1960 年頃製造中止となった。現在では亜硫酸ガスを発生し

ない化学的な反応（湿式法）によってベンガラは製造されている(図 1-5c)1, 5）。 

 

1.1.3 文化財分野における赤色顔料研究 

日本の考古学分野および歴史的な美術、建築などの分野を大きく文化財分野とすれば、文

化財分野における赤色顔料の調査研究は明治時代の学者エドワード・モースに始まるといわ

れている 18）。その後、考古学研究の要請から顔料についての化学分析が行われようになり、

法隆寺の壁画調査 14)や、高松塚古墳壁画の調査 14,19）、その他多くの歴史的文化財、考古資料

について調査が行われてきた。これらの調査によって、図 1-6 に示すように歴史的に使用さ

れてきた赤色顔料は大きく分けて水銀朱（HgS）、ベンガラ、鉛丹（Pb3O4）の三種類であるこ

とが明らかとなった。これらは目視および化学分析、簡単な蛍光 X 線（XRF）分析や X 線回

折（XRD） 測定等により判断された結果である。以来文化財分野の研究では、赤色顔料をこ

れら朱、ベンガラ、鉛丹のいずれであるか分類することに主眼を置いてきており、ベンガラ

の主成分である-Fe2O3そのものについての詳細は議論されてこなかった。最近漸く出土ベン

ガラについての走査型電子顕微鏡（SEM）観察と元素分析（EDX）等を使ったベンガラにつ

いての検討が行われ始めている 20,21)。こうした分析検討により近年、ベンガラの中でもパイ

プ状という特異な形状のベンガラ（図 1-7）も存在することが判明し 22,23）、一口にベンガラと

いっても様々な種類があることが判ってきた。またベンガラの原料や作製技法についても関

心が高まってきており、吹屋ベンガラのような合成ベンガラをローハベンガラとし、-Fe2O3

を多く含む赤土を原料としていると考えられるベンガラを赤土ベンガラ、-FeOOH を主成分

とする黄土を焼いて作製されたと考えられるベンガラを丹土ベンガラといったように、原料

にもとづいたベンガラ分類も試みられている 16, 18, 20)。 

 

1.1.4 世界のベンガラ研究 

日本では一般的にベンガラと呼称される赤色酸化鉄顔料であるが、世界的にはオーカーま

たはレッドオーカーといわれることが多い 8）。このレッドオーカーについて顔料としての地
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質学的あるいは博物学的な研究は行われていたが、日本における研究と同様にレッドオーカ

ー自身についての研究は近年まで行われてこなかった。しかし、分析機器の発達とともに、

XRD を用いてレッドオーカーの原料が、天然赤鉄鉱由来であるか、オキシ水酸化鉄を主成分

とする黄土由来であるかを検討するといった研究 24）や、古くからの赤土の産地の赤土を XRF、

XRD、SEM、SEM-EDX 等の様々な分析機器を用いて総合的に分析するといった研究 25–27）が

盛んになってきている。-Fe2O3 の存在や水酸化鉄が脱水して-Fe2O3 に変化するときに出来

る脱水孔の存在等、酸化鉄の特徴から熱履歴を経ているかどうかを論じる研究 28）もなされて

いる。日本ではまだ行われていないが、出土ベンガラに対する TEM 観察 28）や Mössbauer を

用いた磁気特性評価 29）も海外では行われており、多くの情報が提供されるようになってきて

いる。しかしながら、まだ研究は緒についたばかりであり課題として次の 4 つが考えられる。

①まだ各遺跡での出土ベンガラの分析にとどまっている。②時代ごと、地域ごとのベンガラ

の特徴が比較検討できていない。③ベンガラの製作方法についての比較検討がまだ進んでい

ない。時代ごと、地域ごとの比較が出来れば技術史的にも大きな成果が期待できる。④ 

-Fe2O3の純度の高い試料についての議論がほとんどなされていない。不純物の多い試料では

-Fe2O3自身の比較は難しい。 

 

1.1.5 従来研究の課題 

古代遺跡から出土するベンガラは大別すると 2 種類ある。1 つは住居跡、墓、棺内、土坑

等で塊や粉末として出土するベンガラであり 9,10,12)、もう一方は土器や石器等に着色・付着し

て出土するベンガラである 6,7,11,13,21)。前者では砂や土の混入が問題となり、後者では試料量が

少ない問題がある。つまり前者においては土や砂が混じったベンガラの状態が当時のものな

のか、ただの混入なのか区別がつかず、さらに不純物の影響で-Fe2O3の分析自体がうまく行

えない。後者では多くの試料が必要な分析や破壊分析は行なえない。この様な出土ベンガラ

では-Fe2O3そのものの特徴や色彩についての議論は難しい。このため、ベンガラの材料学的

研究が進んでこなかったものと考えられる。現在まで報告されている研究では古代ベンガラ

試料の-Fe2O3含有量が 50–70 wt%程度と少なく 30）、色彩、-Fe2O3の粒子径、成分そして原

料などの総合的な検討はほとんどなされていないのが現状である。また、古代ベンガラの原

料としては-FeOOH を主成分とする黄土を加熱したものや赤鉄鉱を粉砕したものが推定さ

れている 6,7,9,10,16,18,20,21,24–28)が、これらをそのまま利用したのかあるいは色を美しくするために

何か工夫をしたのかについても明らかでない。 

古代ベンガラについては不純物の多い試料の問題、そして色彩、粒子の形状、大きさ、磁

気的性質等の-Fe2O3 についての詳細な分析成果がほとんどないということが大きな課題で

ある。このため、古代ベンガラの特徴そのものが不詳であり、古くから存在し世界各地で出

土するという時系列的にも空間的にも比較しやすい資料であるにも関わらず、その特徴や製

作技法を国ごと地域ごとに比較検討し、当時の生産技術や文化、流通を解明するということ

が不可能になっているのである。古代ベンガラ試料についての分析項目も現在は研究者ごと

に様々であり、-Fe2O3純度の高い試料による系統的な調査研究、そして数多くの調査による

古代ベンガラ総合的研究が求められている。 
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1.2 本研究の目的 

本研究では上記のような課題を克服し、古代ベンガラの特徴、そしてその作製技術を解明

し、考古学的あるいは技術史的な成果を求めるだけでなく、その材料や技術を現在の技術に

応用することを目的としている。そのため材料科学的なアプローチで遺跡から出土した古代

ベンガラの特徴を解明することとした。第一に、古代ベンガラ試料について詳細なキャラク

タリゼーションを行い、その特徴を明らかにする。具体的には色彩、組成、構成相、-Fe2O3

粒子の形態やサイズ、磁気特性について検討する。第二に、他の種類のベンガラ（天然鉱物

系ベンガラ、吹屋ベンガラ、人工合成系ベンガラ）と比較検討することによって、多面的に

遺跡から出土した古代ベンガラの特徴を明確化する。第三に、古代ベンガラの原料や作製過

程について検討する。ここで、原料としては天然の赤鉄鉱とオキシ水酸化鉄（リモナイト、

鬼板）、作製過程としては粉砕、加熱のほか、水簸処理 31)に注目した。水簸処理は試料中の粒

子の大きさや比重の差を利用した分級方法であり、高純度化や微粒子化に効果的かつ簡単な

処理であることから、古代人も使用した可能性は高い。特に水簸処理による色彩と-Fe2O3

粒子径の変化に注目して検討した。 

 

1.3 本研究の特徴 

本研究は古代ベンガラについて材料学的に分析検討を行い、その特徴や原料、技術を総合

的に検討する今までにない研究であり、今後の古代ベンガラ研究の基礎となるものと自負し

ている。このような研究が多くの古代ベンガラに対して行われ、データが蓄積していけば、

古代の技術が解明されるだけでなく、当時の生産物流、人や文化の流れまでもが明らかにな

ってくるものと考えられる。古代技術は現代とは無縁ではない。ベンガラという人類が長き

にわたり使用し続けてきた材料の歴史を知り、かつその作製技法の変遷を理解することは、

考古学だけでなく、現代科学にとっても意義深いものであると考える。 

本研究の具体的な特徴としては次の 4 つがあげられる。1）実際に出土した高純度-Fe2O3

の古代ベンガラを扱っている点。古代遺跡で出土したベンガラで、土壌成分の混入が少ない

試料を分析し、古代ベンガラ本来の特徴を探ることが可能となる。2）材料科学的手法を用い

ることで、色彩の定量化や鮮やかな赤色の原因を詳しく分析検討している点。様々な分析機

器を用い、古代ベンガラ試料の特徴を数値や画像として可視化することによって、色や粒子

サイズ、構成成分を定量化し比較検討が可能となる。3）分析結果から具体的な原料や技法を

検討している点。遺跡の立地条件や文献資料から原料を推測し、ベンガラを作製する従来研

究は多いが、本研究では試料の詳細なキャラクタリゼーションの結果より原料や作製方法を

具体的に検討している。4）本研究の成果を現代の技術に生かすことを考えている点。考古学

や技術史的な成果だけを求めるのではなく、本研究で得られた知見を現代の技術に生かすこ

とを視野に入れて研究を行っている。 

 

1.4 本論文の構成 

 本論文は以下の 8 章から構成されている。 

第 1 章序論は本研究の背景、位置づけならびに目的について述べている。 
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第 2 章では熊本県の弥生時代後期の遺跡である下扇原遺跡の住居址から出土した古代ベンガ

ラ（高純度-Fe2O3）を材料科学的に詳細に解析し、現代の工業ベンガラや合成-Fe2O3 との

比較を行い、その特徴を明らかにし、製作技法を検討した。 

第 3 章では同じ下扇原遺跡の土坑から出土した古代ベンガラを材料科学的に詳細に解析し、

住居址から出土した古代ベンガラとの比較により、古代人のベンガラの使い分けの可能性に

ついて検討した。 

第 4 章では奈良県の古墳時代前期の遺跡である室宮山古墳外堤住居址から出土した古代ベン

ガラを材料科学的に詳細に解析し現代の工業ベンガラや合成-Fe2O3との比較を行い、その特

徴を明らかにした。 

第 5 章では古代ベンガラの材料となり得そうな天然鉱物の赤鉄鉱、リモナイト、鬼板を用い

てベンガラを作製し古代ベンガラ作製技術について検討した。 

第 6 章では第 5 章で作製した天然鉱物ベンガラおよび古代ベンガラを比較することでその共

通点や相違点などから古代ベンガラ作製技術について検討した。 

第 7 章では鹿児島県の縄文時代早期の遺跡である関山遺跡から出土した古代ベンガラを材料

科学的に詳細に解析し、鉄酸化細菌が作る酸化鉄（Biogenous Iron Oxide：BIOX）と比較しそ

の特徴を明らかにし、作製方法を検討した。 

第 8 章では古代ベンガラの比較、今後の課題などの総合的な検討を行った。 

第 9 章は総括である。 
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図 1-1  酸化鉄の変化模式図 The Iron Oxides2）をもとに作成。

酸化物
FeO wustite ウスタイト
Fe2O3 α-Fe2O3 hematite                    ヘマタイト 赤鉄鉱 赤色

γ-Fe2O3 maghemite マグヘマイト 磁赤鉄鉱 茶色
Fe3O4 maganetite マグネタイト 磁鉄鉱 黒色

オキシ水酸化物
FeOOH α-FeOOH goethite ゲーサイト 針鉄鉱 黄色

β-FeOOH akaganeite アカガネアイト 赤金鉱
γ-FeOOH lepidocrocite レピドクロサイト 鱗鉄鉱 茶色

表 1-1 主な酸化鉄とオキシ水酸化鉄 1）。
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図 1-2  10 万年前の遺跡から発掘された、ベンガラを作製していたと考えられる道

具（左：石器 右：貝）6）。

図 1-3  スペイン アルタミラの洞窟壁画 8）。



図 1-4 主な赤色顔料出土遺跡と赤色顔料の分類。ベンガラはパイプ状か否かでも

分類している。  
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図 1-5 近世からの主なベンガラ製造方法のフローチャート。（a) 吹屋ベンガラ 1,32）。 

(b) 乾式法。 (c) 湿式法 1）。

図 1-6 歴史的に使用されてきた赤色材の分類。
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図 1-7  古代パイプ状ベンガラ 33)。（a) 鹿児島上野原遺跡から出土した赤彩土器の

破片。 (b) 赤色顔料の SEM 像。
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第 2 章 下扇原遺跡住居址から出土した高純度古代ベンガラのキャラクタリゼーション 

 

2.1 緒言  

下扇原遺跡 1)は熊本県阿蘇市に位置し、阿蘇カルデラ内の黒川右岸に形成された自然堤防

上端部に展開する弥生時代後期中葉（AD. 2–3C）の集落跡である。この遺跡の周辺には小野

原 A 遺跡をはじめ、小屋畑遺跡、下の原 B 遺跡など、時代的にも近接した遺跡がいくつも存

在している。1999 年～2002 年まで発掘調査が行われ、およそ 19,800 ㎡の遺跡内に住居址 86

基、円形周溝 3 基、土坑 35 基等およそ 140 基の主要な遺構が検出された（図 2-1）。土器、

石製品、ピューター製「銅釦」、鉄製品、鍛冶関連副産物、ガラス製品などが出土しているほ

か、住居跡に撒かれた、塊で据え置かれた、あるいは、壺に入った状態などでベンガラが多

量に出土した（図 2-2）。ベンガラの回収量は発掘調査用コンテナ（28 ℓ程度）24 箱にも及ん

だ。このように多量のベンガラが出土する遺跡は阿蘇にいくつか存在し、このあたりが弥生

時代から古墳時代のベンガラの特産地であると考えられ、当時の生産物流を考える上でも注

目されている 2,3)。 

第 1 章で述べたとおり、本研究では材料科学的なアプローチで遺跡から出土した古代ベン

ガラを研究することを目的としている。そのためにはより多くの不純物の少ない古代ベンガ

ラ試料を分析検討する必要がある。不純物に影響されずに-Fe2O3および古代ベンガラの色彩、

構成成分や粒子形態といったベンガラの本質を見極めることが重要だからである。本章では

実際に下扇原遺跡から出土した高純度-Fe2O3 である古代ベンガラ試料について詳細なキャ

ラクタリゼーションを行い、その特徴を明らかにしていく。 

 

2.2 試料および実験方法 

2.2.1 試料 

本章では試料として下扇原遺跡から出土したベンガラおよび比較試料 5 種類を用いた。比

較試料は天然の赤鉄鉱、鬼板の加熱材、 現存する吹屋ベンガラ、 現代の工業製品ベンガラ、

錯体重合法で作製した合成-Fe2O3である。 以下に各々のベンガラの詳細を示す。 

(1) 古代ベンガラ （図 2-3b）: 下扇原遺跡の住居跡（遺構名 SB7）から鮮やかな赤色（目視）

のベンガラがこぶし大の塊で出土した 1)。この一部を粉砕して得たベンガラ粉末を古代ベン

ガラ試料「下扇原 B」とした。なお、同遺跡の土坑（遺構名 SK100）からも色彩の異なる 5

種類のベンガラ試料が出土しているが、これらのベンガラの詳細については次章にて述べる。 

なお資料は熊本県教育委員会より提供された。 

(2) 赤鉄鉱（図 2-3c）：-Fe2O3 を主成分とした天然鉱物を一般的に赤鉄鉱という 4)。本研究

を行うにあたり、数種類の赤鉄鉱試料を入手して X 線回折分析（XRD）や蛍光 X 線分析等

の予備実験を行ったところ、多くは石英や粘土鉱物が多く混じっていた。その中で愛知県大

垣市赤坂鉄山産出の赤鉄鉱（（株）ニチカ， 京都市中京区）は-Fe2O3の純度が高く、高純度

ベンガラの比較試料として適していると判断した。この塊を粉砕して比較試料とした。なお、

この赤鉄鉱の詳細な分析結果は 5 章にて述べる。また、この赤鉄鉱試料を下記の実験方法(5)

にて水簸処理したものを水簸試料とした。 
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(3) 鬼板加熱材（図 2-3d）：上記の赤鉄鉱と同様に鬼板試料についても数種類入手し、予備実

験を行った。その中で福井県産出の鬼板（（株）ニチカ，同上）が高純度な α-FeOOH である

ことを確認した。これを 300～1000°C の温度範囲で加熱し生成相の変化を検討した結果、

300°C 以上の温度で-Fe2O3が生成し赤変していることを確認した。さらに色彩を比較したと

ころ、900°C 加熱材が最も鮮やかな赤色を示した（鬼板およびその加熱材の詳細は第 5 章で

述べる）。これらの結果から、本章では古代ベンガラの下扇原 B の比較試料として 900°C 加

熱材を用いた。これを下記の実験方法(5)にて水簸処理したものを水簸試料とした。  

(4) 吹屋ベンガラ（図 2-3e）：備中吹屋ベンガラの豪商であった田村家 5)が江戸後期から明治

初期に製造し、 現在まで保管していたベンガラを比較試料とした。吹屋ベンガラは硫化鉄鉱

を原料とし、中間生成物のローハ FeSO4nH2O を作製後、さらに加熱と洗浄により作製され

た 17)。なお、吹屋ベンガラは製造プロセス中に硫酸ガスや酸性排水を発生するため、1960 年

頃製造中止となった 5,6)。現存する吹屋ベンガラのキャラクタリゼーションは浅岡ら 6)によっ

て詳細に行われている。 

(5) 工業ベンガラ（図 2-3f）：工業的に生産されたベンガラとして、戸田工業（株）製-Fe2O3

（100ED, 99.4%）を比較試料として用いた。  

(6) 合成-Fe2O3 （図 2-3g）：出発原料として硝酸鉄 9 水和物（Fe(NO3)39H2O, 99%）を用い

て、全金属イオン量の 50 倍 mol 量の蒸留水に溶解し、これに 5 倍 mol 量のクエン酸（C6H8O7）

と 15 倍 mol 量のエチレングリコール（C2H4(OH)2）を加えて 180°C にて 12h 脱水縮合した後、

大気中 450°C で 24 h 熱分解して合成-Fe2O3を得た 7)。 

 

2.2.2 実験方法 

上述の 6 種類のベンガラ試料に対し下記に示す分析を行った。 

 (1) 色彩評価：ガラスホルダーに試料を充填し、分光測色計（コニカミノルタ CM-2600d）

により D65光源を用いて色彩評価を行った。表色系は L*a*b*表色系（CIE1976）8)を採用した。

この表色系では L*は明度を、a*と b*は色度（色の方向）を表す。+a*は赤方向、+b*は黄方

向を示している。数値が大きくなるに従って鮮やかであることを、数値が 0 に近づくに従っ

てくすんだ色であることを示す。 

(2) 組成分析：各試料約 0.3 g を直径 11 mmのペレットに成型し、エネルギー分散型微小部

蛍光 X 線分析装置（XRF, アメテック（株） EDAX ORBIS）により半定量組成分析を行った。

分析スポットサイズは直径 1 mm、管電圧 30 kV、管電流 100 mA、測定時間 300 s の条件で測

定した。1 試料につき 3 点測定し、その平均値を採用した。 

(3) 結晶相同定：回転対陰極型 X 線回折装置（XRD, （株）リガク RINT-2000）を用いて、

粉末法により構成相を同定した。線源 Cu K、管電圧 40 kV、 管電流 200 mA、ステップ幅

0.02°、計数時間 0.5 s の条件で測定した。  

(4) 粒子形態観察および元素分析：走査型電子顕微鏡（SEM, 日本電子（株） JSM-6330FS）

により粒子形態を観察し、エネルギー分散型 X 線分析（SEM-EDX, 日本電子（株） JED 2200F）

により元素分析を行った。また、透過型電子顕微鏡（TEM, （株）トプコン EM-002B およ

び日本電子（株） JEM-2100F）を用いて、透過電子像および電子線回折像（ED）を観察す
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るとともに、元素分析（STEM-EDX, 日本電子（株） JED-2300T）を行った。 

(5) 水簸処理：赤鉄鉱と鬼板加熱材については、各粉砕試料 3 g と蒸留水 500 ml をビーカー

に入れ、超音波槽で 10 分間撹拌して十分に分散させた後、1 時間静置し上澄み液を吸引ろ過

した。含水試料を自然乾燥し、得られた粉末を乳鉢で軽くほぐして水簸試料とした。 

(6) 比表面積の評価：各試料約 100 mg をガラスホルダーに充填し、これを真空中で 180°C、8 

h 乾燥させた後、窒素吸着測定装置（日本ベル（株） Belsorp mini- II）で 77 K における窒素

の吸脱着等温線を測定し、BET 法 20)により比表面積を算出した。さらに、試料中の全ての粒

子が-Fe2O3の球状粒子と仮定して、比表面積を球相当径に換算した。 

 

2.3 結果および考察 

2.3.1 色彩および純度  

図 2-4 に下扇原 B、赤鉄鉱、鬼板加熱材、吹屋ベンガラ、工業ベンガラ、合成-Fe2O3の粉

末の測色結果を示す。吹屋ベンガラ（図中×）、工業ベンガラ（同◆）および合成-Fe2O3（同

＋）は a*が約 35 と高く、b*は約 30 であり、赤色の少し強い色調であった。下扇原 B（同●）

は a* = 28.1、 b* = 27.5、 L* = 36.2 を示し、工業ベンガラ、合成-Fe2O3や吹屋ベンガラの色

調に近く、赤鉄鉱（同▲）や鬼板加熱材（同■）よりも鮮やかな赤色であった。従来報告さ

れている古代ベンガラの多くは-Fe2O3 含有量が少ないために 910)、色彩が鮮やかではなかっ

た。本研究の下扇原 B が工業ベンガラや合成-Fe2O3 に近い鮮やかな赤色を示したことは、

これまでの報告では見出されていない特筆すべき点である。 また、従来の遺跡出土ベンガラ

に対する研究では行われていない色調の定量化と他のベンガラとの比較検討議論を本研究で

初めて行った。 

表 1 に各試料の XRF 組成分析による構成元素比（半定量値）を示す。下扇原 B は Fe2O3

成分が 93.0 wt%と多く、Al2O3成分と SiO2成分をそれぞれ 1.8 wt%、3.8 wt%を含んでいた。

これまで報告されている古代遺跡から出土したベンガラの Fe2O3成分が 50～70 wt%である 9)

ことを考えると、本研究の下扇原 B は高純度な酸化鉄試料であると言える。また、下扇原 B

は吹屋ベンガラ（92.4 wt%）や赤鉄鉱（91.3 wt%）と同程度の Fe2O3純度であることも興味深

い。鬼板加熱材は下扇原 B と比較して、Fe2O3成分（85.3 wt%）が少なく、Al2O3成分（5.4 wt%）

と SiO2成分（7.3 wt%）が多かった。 

 

2.3.2 構成相および格子定数 

図 2-5 に各試料の XRD パターンを示す。下扇原 B では-Fe2O3のピークのみが認められ、

第二相のピークは現れなかった。工業ベンガラおよび合成-Fe2O3 も同様に純粋な-Fe2O3 で

あった。これに対して、吹屋ベンガラおよび鬼板加熱材の主構成相は-Fe2O3であるが、わず

かに石英（SiO2）を含んでいた。下扇原 B は Al2O3成分 1.8 wt%、SiO2成分 3.8 wt%を含有し

ている（表 1）が、石英や Al-Si 系の結晶相が検出されなかったことから、これらの元素は主

に非晶質もしくは超微粒子の Al や Si を含む酸化物として存在すると推察される。 

表 2-2にこれらの試料の格子定数 （aおよび c軸長） を示す。下扇原B中に含まれる-Fe2O3

の格子定数は、赤鉄鉱、工業ベンガラ、合成-Fe2O3 と同程度であり、ほぼ純粋な-Fe2O3 と
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考えられる。一方、吹屋ベンガラと鬼板加熱材においては、格子定数が純粋な-Fe2O3よりも

僅かに短い。通常、-Fe2O3に Al が固溶すると Fe3+のサイトに Al3+が置換されるため格子定

数が縮小するといわれている 11）。吹屋ベンガラの格子定数の変化は-Fe2O3 の Fe3+サイトの

一部を Al3+が占有しているためと考えられる 11)。Al3+が置換することによって-Fe2O3の光の

吸収波長が変化し、ベンガラが鮮やかになることが判っており 6,7）、これは吹屋ベンガラの特

徴でもある。鬼板加熱材の格子定数の変化は大きく、Al3+の置換の可能性が推測される。こ

の点については今後詳細な検討を行う予定である。 

 

2.3.3 粒子形態観察・サイズおよび微細構造 

図 2-6 に下扇原 B の SEM および TEM 観察の結果を示す。SEM 像（図 2-6a）から、下扇

原 B には球に近い形状の粒子が多く認められ、粒子径が約 100 nm 以上の大きな粒子（図 2-6a，

黒矢印）と約 20 nm 程度の小さめの粒子（図 2-6a，白矢印）が確認された。これらの表面は

凹凸が激しく、多くは凝集した二次粒子であると考えられる。TEM の低倍率像（図 2-6b）

では大部分の粒子は径が約 200 nm 以下の粒子であるが、高倍率像（図 2-6c）においては、2

種類の微細な粒子が観察された。1 つは直径が 20–100 nm の粒子（図 2-6c 矢印）であり、こ

れらの粒子が大部分を占めている。他の 1 つは図 6c 点線部に示すように、凝集して存在する

直径が20 nm以下（平均5.9 nm）のナノ粒子である。 EDパターンから、これらの粒子は-Fe2O3

であることが確認された。同様の-Fe2O3ナノ粒子が Pomiѐs ら 12)によっても古代遺跡から出

土したベンガラ中に観察されている。本研究の下扇原 B では、これらの微細粒子の他に、400 

nm を超える大きな粒子および凝集粒子もわずかに観察された。さらに、図 2-6d の高分解能

TEM 像に示すように、-Fe2O3 粒子の周りには格子縞の観察されない非晶質相が共存してい

た。EDX の分析結果から、この非晶質相はアルミノシリケートであることが明らかとなった。

この結果は 2.3.2 での非晶質酸化物の議論と一致する。この非晶質相の存在は吹屋ベンガラ、

工業ベンガラ、合成-Fe2O3には見られない下扇原 B の特徴である。 

図 2-7 に赤鉄鉱、鬼板加熱材、吹屋ベンガラ、 工業ベンガラ、合成-Fe2O3の TEM 像を示

す。赤鉄鉱（図 2-7a）では不定形の大きな粒子（平均径 210 nm）が多く存在するが、下扇

原 B と同様の微粒子（平均径 5.4 nm）の凝集体も観察された。鬼板加熱材（図 7b）では、球

状粒子と棒状粒子が共存していることが判った。これらの粒子の大きさは球状粒子が平均径

32 nm、棒状粒子が平均 127×21 nm であり、非常に小さかった。また、微粒子の近くには下

扇原 B と同様に非晶質相が確認された（図 2-7b、挿入図）。吹屋ベンガラ（図 2-7c）の粒子

はほぼ球状に近い形態もしくはそれらが繋がったと思われるくびれを持つ粒子形態であり、

平均径は 122 nm であった。また、工業ベンガラ（図 2-7d）は平均粒子径が約 102 nm の球状

粒子であり、吹屋ベンガラに近い大きさであった。合成-Fe2O3（図 2-7e）は球状粒子と不定

形粒子が多く、平均粒子径は 79 nm であった。 

以上の結果を表 2-3 にまとめた。下扇原 B は近代や現代に作られたベンガラとは全く異な

る特徴を有しているが、赤鉄鉱や鬼板加熱材とはいくつかの共通点があることが明らかと

なった。 即ち、下扇原 B と赤鉄鉱とではナノ粒子が存在する点および異なるサイズの粒子

が混ざっている点が共通している。また、下扇原 B と鬼板加熱材とでは非晶質相が存在する
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点および球状粒子のサイズの点がよく似ている。これらの結果から、下扇原 B は赤鉄鉱や鬼

板のような天然の材料を原料としたと推察される。 

 

2.3.4 比表面積球相当径による粒子サイズの比較 

下扇原 B、赤鉄鉱、鬼板加熱材では図 2-6a–c、図 2-7a, b に示すように、粒子径の異なる多

様な粒子が存在するため、TEM 観察から平均粒子径を評価することは難しい。そこで各々の

試料の粒子径として、BET 比表面積から算出した球相当径を用いた（表 2-4）。ほぼ球状の粒

子に近い吹屋ベンガラ、工業ベンガラ、合成-Fe2O3の球相当径はそれぞれ 105、102、70.8 nm

であった。これらの値がそれぞれの TEM 観察による平均粒子径の実測値（122、102、79 nm）

とよく一致していることから、球相当径による粒子径の評価は妥当であると判断される。ま

た、下扇原 B の球相当径は 27.3 nm で、吹屋ベンガラ、工業ベンガラ、合成-Fe2O3よりも遥

かに小さかった。さらに、下扇原 B と共通点を有する赤鉄鉱と鬼板加熱材の球相当径はそれ

ぞれ 71.5 nmと 49.1 nmで、下扇原Bよりも大きかった。浅岡 13)および高田 14)によれば、-Fe2O3

を 850°C や 900°C の高温で加熱処理すると粒子径は 500 nm～1 m に大きく粒子成長する。

これらとは対照的に、本研究の鬼板加熱試料は 900°C で加熱したにも関わらず、球相当径は

49.1 nm と小さかった。これは図 2-7b の挿入図に示した非晶質アルミノシリケート相が加熱

処理で生成した-Fe2O3粒子同士の接触を防ぎ、焼結が防止されたためと考えられる。下扇原

B が鬼板を加熱して作製されたのであれば、同様の非晶質相を含む下扇原 B でも同様の効果

が働き、-Fe2O3の微粒子が生成したものと推察される。 

一般に、ベンガラ粉末の色彩は-Fe2O3の粒子径と凝集状態に依存し、粒子径や凝集粒子が

小さいほど色鮮やかになると知られている 13–15)。しかし、ある粒子径（約 100 nm）よりも小

さい粒子では、逆に色彩が低下すると報告されている 13)。これは、粒子が微細化すると、透

過率が高くなり、反射率が減少するためと考えられている 13)。また、ナノ粒子は凝集しやす

いため大きな凝集粒子を形成しやすく、その大凝集粒子の存在のために色彩がくすむと考え

られる 14,15)。このような効果が主に微細な粒子（球相当径 27.3 nm）から構成されている下扇

原 B においても現れた結果、下扇原 B 試料の赤色は粒子径の大きな吹屋ベンガラ（平均径

122 nm）や工業ベンガラ（平均径 102 nm）よりもくすんだ色彩になったと考えられる。  

 

2.3.5 水簸効果 

前節までに、赤鉄鉱、鬼板加熱材と下扇原 B の共通点を述べ、赤鉄鉱や鬼板が下扇原 B の

原料の可能性を示唆したが、赤鉄鉱や鬼板は色彩の鮮やかさや平均粒子径の小ささにおいて

下扇原 B には及ばなかった。そこで、古代人はベンガラの作製過程で何らかの処理を施した

のではないかと考え、古代においても簡単に行える水簸に着目し、赤鉄鉱と鬼板加熱材につ

いて水簸実験を行い検討した。 

図 2-8 に赤鉄鉱と鬼板加熱材の水簸処理前後の粉末写真を示す。いずれの試料でも水簸に

よって色彩が鮮やかになった。色測定結果（図 2-4）においても、水簸処理の効果を明瞭に

確認した。すなわち、赤鉄鉱は水簸処理前の L* = 34.2、a*= 23.1、b*= 18.8 から水簸処理後に

L* = 40.2、a*= 27.2、b*= 22.3 へ、鬼板加熱材は水簸処理前の L* = 33.4、a*= 23.4、b*= 24.0
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が水簸処理後 L* = 36.5、a*= 27.6、b*= 27.9 へと変化した。いずれの試料でも、水簸処理によっ

て L*、a*、b*が同程度に増加することが判った。その結果、赤鉄鉱の水簸試料も下扇原 B の

色彩に近付いた。特に鬼板加熱材では、水簸によって鮮やかになった色彩は、ほぼ下扇原 B

と同じ値になった。 

図 2-9 に水簸前後の赤鉄鉱（a）と鬼板加熱材（b）の XRD パターンを示す。上澄み液中の

構成相は処理前の試料とほぼ同様であり、不純物の石英が残存している。XRF による組成分

析でも水簸前後でほとんど変化は認められなかった。水簸による粒子サイズの変化を確認す

るために、水簸処理前後の試料の SEM 観察を行った。赤鉄鉱および鬼板加熱材の水簸処理

前の粉末、水簸処理後に上澄みに分散していた粒子、水簸処理後に沈殿した粒子の SEM 像

を図 2-10 に示す。水簸前後の試料の粒子径の変化が明らかである。すなわち、水簸により粗

大粒子および大凝集粒子が沈殿し（図 2-10c, f）、上澄みには微細な粒子が分散している（図

2-10b, e）ことが判った。さらに、水簸処理による球相当径の変化を検討した。表 2-4 に示す

ように、球相当径は赤鉄鉱では 71.5 nm から 41.0 nm に、鬼板加熱材では 49.1 nm から 31.2 nm

へと大きな減少が認められた。これらの結果は水簸処理による粗大粒子および大凝集粒子の

除去が赤鉄鉱や鬼板加熱材試料の色彩の鮮やかさに影響したことを示唆している。  

以上の結果から、下扇原遺跡から出土した下扇原 B は、原料が天然の赤鉄鉱あるいは鬼板

のような鉱物の可能性があり、加えて色彩の向上を目指して粉砕や加熱を行った後に水簸処

理をした可能性があると推察される。 

 

2.4 結言 

 弥生時代後期（約 1800～1900 年前）の下扇原遺跡から出土したベンガラ試料について、材

料科学的観点からその特徴と原料および作製方法について検討した。得られた主な結果は以

下の通りである。 

(1) 下扇原 B は-Fe2O3を 93.0 wt%、Al-Si-O 系非晶質相をわずかに含み、これまでに報告さ

れている古代ベンガラと比較して、-Fe2O3の含有量が多い。 

(2) 下扇原 B の色彩を L*a*b*表色系を用いて定量化したところ、その色彩は工業ベンガラや

吹屋ベンガラに近い鮮やかな赤色を示した。 

(3) TEM 観察から、下扇原 B の一次粒子の形態は主に粒状であり、球相当径は 27 nm と非常

に小さかった。二次凝集粒子は 20～200 nm で、粗大粒子（粒子径 400 nm 以上）もわずかに

含まれていた。 

(4) 赤鉄鉱の色彩は下扇原 B に劣るが、水簸によって L*a*b*の値が向上し、下扇原 B に近付

いた。また、鬼板加熱材の色彩は下扇原 B よりも劣るが、水簸処理によって下扇原 B とほぼ

同等の鮮やかな赤色となった。 

(5) 下扇原 B の原料としては天然の鉱物である赤鉄鉱や鬼板の 2 つの可能性を、作製プロセ

スとしては粉砕、加熱後に水簸処理を施した可能性を示した。 

 材料科学の分野でこれまでほとんど注目されてこなかった古代遺跡出土材料にも、今後の

材料開発につながるナノ技術が内包されており、今後更なる研究が期待される。 
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図 2-1 下扇原遺跡概観。

図 2-2 住居址（SB30) に据え置かれたベンガラの例。
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図 2-3 下扇原遺跡 SB78 の遺構写真 とベンガラ試料写真。試料 B は住居跡に散布
されていた（a 点線部）。 (b) 下扇原試料 B 写真。  (c) 天然赤鉄鉱写真。(d) 鬼板
900℃加熱材写真。  (e) 吹屋ベンガラ写真。 (f)Toda 100ED 写真。 (g) 合成ベン
ガラ写真。

図 2-4 各ベンガラ試料 の色測定結果。+a* は赤味を +b* は黄色味を L* は輝度を示す。
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図 2-5 各ベンガラ試料のXRDパターン。 (a) 下扇原B。(b) 赤鉄鉱。(c) 鬼板加熱試料。

(d) 吹屋ベンガラ。(e) 工業ベンガラ。(f) 合成ベンガラ。指数は a-Fe2O3。

表 2-1 各ベンガラ試料の XRF による成分分析結果 （酸化物換算）。

表 2-2 各ベンガラ試料中の a-Fe2O3 の格子定数。

(wt%)
 Fe2O3 Al2O3  SiO2  P2O5 SO3 K2O CaO  Cr2O3 MnO  Ni2O3  CuO ZnO As2O3

下扇原 B 93.0 1.8 3.8 - 1.2 - 0.1 - - - - - -
赤鉄鉱 91.3 2.2 2.9 0.8 - 0.1 0.2 0.1 0.0 - 0.1 0.1 2.3 
鬼板加熱材 85.3 5.4 7.3 - - 0.1 - 1.3 0.2 0.3 0.1 - -
吹屋ベンガラ 92.4 2.1 3.4 0.3 0.6 0.1 - - 0.1 - 0.3 0.2 0.5 

工業ベンガラ 97.8 0.6 0.5 - 0.9 - - - 0.1 - - - -
合成 a-Fe2O3 99.0 0.7 0.2 - - - - - - - - - -

a axis  (nm) c axis  (nm)
下扇原 B 0.5034 ± 0.00002 1.3757 ± 0.00009
赤鉄鉱 0.5036 ± 0.00003 1.3756 ± 0.00015
鬼板加熱材 0.5027 ± 0.00001 1.3720 ± 0.00014
吹屋ベンガラ 0.5029 ± 0.00006 1.3742 ± 0.00027
工業ベンガラ 0.5035 ± 0.00002 1.3754 ± 0.00011
合成 a-Fe2O3 0.5036 ± 0.00001 1.3752 ± 0.00008
PDF
00-033-0664 (ICDD, 2009)) 0.50360 1.3749 
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図 2-6 下扇原 B 試料 の SEM, TEM 像。 (a) SEM 像 。(b) TEM 像。 (c) 200nm 程度
の粒子と微粒子の凝集塊。挿入図は a-Fe2O3 の電子線回折。 (d) 非晶質部分。

図 2-7 各ベンガラ試料 のTEM像。 (a) 赤鉄鉱。 (b) 鬼板加熱材。挿入図は非晶質部分。 
(c) 吹屋ベンガラ。 (d) 工業ベンガラ。 (e) 合成ベンガラ。 
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図 2-8 赤鉄鉱と鬼板加熱材の髄簸前後の写真。 (a) 赤鉄鉱水簸前。(b) 赤鉄鉱水
簸後。(c) 鬼板加熱材水簸前。(d) 鬼板加熱材水簸後。

表 2-4 各ベンガラ試料の比表面積と球相当径。
SSA (m2/g) 球相当径 (nm)

下扇原 B 41.8 27.3 

赤鉄鉱
水簸前 15.9 71.5 
水簸後 27.8 41.0 

鬼板加熱材
水簸前 23.2 49.1 
水簸後 36.6 31.2 

吹屋ベンガラ 10.8 105 
工業ベンガラ 11.2 102 
合成 a-Fe2O3 16.1 70.8 

粒子形態 大きさ 特記事項

下扇原 B ベンガラ 球状・微粒子・柱状 等 球状等 20-100 nm, 
微粒子 約 5.4 nm 非晶質相あり

吹屋ベンガラ 球状 約 122 nm

赤鉄鉱 球状・微粒子・紡錘形 等 球状等 約 210 nm, 
微粒子 約 5.4 nm

鬼板加熱材 球状・棒状 球状 約 32nm, 
棒状 約 127 nm 非晶質相あり

工業ベンガラ 球状 約 102 nm

合成 a-Fe2O3 球状・不定形 約 79 nm

表 2-3 TEM 観察による粒子形態観察のまとめ。
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図 2-9 赤鉄鉱 (a) と鬼板加熱材 (b) の水簸前後の XRD パターン。A は水簸後、B は
水簸前、C は沈殿を示す。
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図 2-10 赤鉄鉱（a-c) と鬼板加熱材 (d-f) の水簸前後の SEM 像。 (a) 赤鉄鉱 水簸前。
(b) 赤鉄鉱水簸後。(c) 赤鉄鉱沈殿。(d) 鬼板加熱材水簸前。 (e) 鬼板加熱材水簸後。 
(f) 鬼板加熱材沈殿 。

26



 



第 3 章 下扇原遺跡土坑から出土した古代ベンガラのキャラクタリゼーション 

 

3.1 緒言 

前章では熊本県下扇原遺跡の住居址から出土したベンガラについてキャラクタリゼーショ

ンを行ったが、下扇原遺跡ではその他にも住居跡に撒かれた、塊で据え置かれた、あるいは、

壺に入った状態などで、ベンガラが多量に出土している。発掘調査報告書 1)記載の遺構名で

SK100（図 3-1a）と呼ばれる土坑（人によって掘られたとみられる穴で、用途が不明なもの）

には土坑いっぱいに詰まった形でベンガラが出土している（図 3-1b, c）。これらのベンガラは

出土時に目視によって色彩の違う 5 種類に分類された。また、前章で述べた住居址から出土

したベンガラとも目視によって色彩が異なっていると判断されたことから、同じ遺跡内で出

土したベンガラにもいくつかのバリエーションが存在することが考えられた。出土状況も全

く違うことから使用目的、原料、作製方法などが異なるのではないかと推測された。 

そこで、本章ではこの土坑から出土したベンガラの詳細なキャラクタリゼーションを行い、

目視でしか分類できなかったこれら古代ベンガラの色彩の違いを定量的に分類し、その色彩

の違いを構成成分、粒子形態、磁気特性といった様々な角度から検討し、その原因を探った。

また土坑から出土した試料中で最も-Fe2O3の純度が高かった試料について、前章で述べた住

居址から出土した高純度-Fe2O3 試料との比較検討を行うことによって、-Fe2O3 自身の違い

から、古代においてベンガラの使用および原料、作製方法が使い分けられていた可能性につ

いても検討した。 

 

3.2 試料と実験方法   

今回実験に用いた古代ベンガラ試料は 5 点である。下扇原遺跡の土坑 SK100 から出土し、

目視で 5 種類に分類されたベンガラを“K1～K5”（図 3-1e–i、熊本県教育委員会提供）とし

た。比較試料として、工業的に製造・市販されているベンガラ（高純度-Fe2O3）Toda100ED

（図 3-1j 戸田工業株式会社）を使用した。また、前章で述べた住居址（SB7）から出土した

古代ベンガラを下扇原 B（図 3–1d）として土坑から出土したベンガラと比較検討を行った。 

出土した試料は粒状であったが、時には凝集していたため、全体が粒状となるまでアルミ

ナ乳鉢にて軽く粉砕した後、次の 6 つの方法で分析・検討した。本章の(1)～(5)の実験では 2

章と同様の方法を用いて実験を行っている。 

(1) 色彩評価（分光測色計） 

(2) 組成分析（XRF） 

(3) 結晶相同定（XRD） 

(4) 形態観察および組成分析（SEM, TEM, STEM） 

(5) 比表面積測定（窒素吸着法） 

(6) 磁気特性評価 

磁気特性の評価は以下のように行った。試料を約 60 mg アクリルホルダーに充填し、試料

振動型磁力計（VSM, 東英工業製 改良型）を用いて、室温と 78 K における–1.6～1.6 T の磁

場範囲での磁化測定を行った。さらに試料 B については MPMS SQUID-VSM（日本カンタム
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デザイン（株））を用いて、7 T の磁場を印加後、磁場をゼロに戻し、ゼロ磁場において残留

磁化の温度依存性を測定した。また、試料 B、試料 K1 を薬包紙で包み、Mössbauer 分光装置

（（株）トポロジックシステム）、に装着し、鉄の存在状態及び磁気特性を測定した。試料の

測定は室温、200 K、80 K、20 K で行った。 

 

3.3 結果および考察 

3.3.1 K1–K5 の比較 

前述のように、測定に用いた試料は目視による色彩で大まかに分類されたが、分光測色計

で色測定を行った結果（図 3-2）、工業ベンガラの 100ED や試料 B には及ばないものの、明度

が最も高かった試料は試料 K1 であった。次いで高かったのは K3 でありほぼ同程度、以下

K2、K5、K4 の順に明度は低くなった（図 3-2a）。次に色度について検討した。本図では横軸

に赤味（a*）、縦軸に黄味（b*）が表示してある。b*/a* 値は双方のバランスを示す。この値

が 1 であればいわゆるオレンジ色、>1 であれば黄味が強く、<1 であれば赤味が強いことにな

る。100ED の b*/a* 値は 0.88、試料 B の値は 0.98 であるので、黄味よりも赤味が強いと言え

る。K1 と K3 の明るさはほぼ同程度であり、両者の b*/a*値はそれぞれ 1.08 と 1.04 であった

のでほぼオレンジ色の色相といえるが、K3 のほうが赤味、黄味がやや低く、K1 よりもくす

んだ色といえる。K2 の b*/a*値も 1.11 であり、K1 と K3 とほぼ同じ色相であるが、両者より

もさらにくすんだ色であった。K4 と K5 は赤味、黄味の双方が低いので、褐色に近いと言え

る。 

XRF 分析によって各試料に含まれる元素の種類と半定量値（酸化物換算）を測定した（表

3-1）。試料 K1 では、Al2O3が 7.7 wt%、SiO2が 14.1 wt%と試料 B に比べやや高い値を示した。

Fe2O3は 74.8 wt%であり、試料 K2–K5 と比べると高い値であった。Al2O3、SiO2以外の成分は

全て 1 wt%よりも少なく、Al と Si 以外の夾雑物は少ない。試料 K2、K3 は Fe2O3を約 65–70 wt%

含むが、他の含有成分、特に Al2O3と SiO2を 9–20 wt%程度含んでおり、高純度-Fe2O3とは

言いがたい。さらに、試料 K4 と K5 では SiO2が Fe2O3（約 26 wt%）よりも高い値を示すとと

もに多数の元素も検出された。これらの試料は遺構周縁から発掘されたため周辺土壌が混入

し、これが褐色に近い試料の色相（図 3-2）に反映されていると考えられる。 

図 3-3 に各試料の XRD パターンを示す。データベースとの比較によって識別した-Fe2O3

（hematite）、-Fe2O3（maghemite）、SiO2 （quartz）のピークを記号で示してある。工業ベン

ガラの 100ED や試料 B には-Fe2O3のピークのみが現れたが、試料 K1–K3 には-Fe2O3の顕

著なピーク以外に-Fe2O3、quartz、あるいは同定不能のマイナーピークが検出された。これら

の試料では不純物の量は相互に異なるが、いずれの試料も-Fe2O3 を主成分とし、少量の

-Fe2O3 および同定不能の夾雑物を含んでいた。K4 および K5 の試料も-Fe2O3を主成分とす

るが、少量の-Fe2O3と相当量の quartz を含んでいた。これら 2 つの試料では、2θ = 20–30°付

近に XRD パターンが盛り上がる傾向が見られた。このような特徴は、非晶質シリカの含有を

示唆している。 

これらの試料を SEM で観察したところ（図 3-4）、100ED（図 3-4g）では約 100 nm の球状の

結晶あるいはそれらが連なった形状を示すのに対して、古代ベンガラ試料では、様々な形状、
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大きさの粒子形態が認められた。試料 K1（図 3-4b）は、球に近い形状の粒子が多く認められ

た。さらにこれらの表面は凹凸が激しく、概ね小型の凝集体であると考えられる。試料 K2

および K3（図 3-4c, d）は大粒子または大凝集体からなり、その径は 20–300 nm と大きく変動

していた。試料 K4 および K5（図 3-4e, f）の粒子形態はさらに大きく変動し、中には 500 nm

以上のものも見られた。SEM 観察では概括的な様相しか判断できないが、試料 K1 は試料 B

同様、全体的に小型の凝集体で構成されていると判断された。 

一次粒子が小さく、凝集粒子の大きさが様々で、平均粒子径を SEM 像から求めることが難

しいので、同一の 5 試料の比表面積を測定し、球相当径に換算したところ、K1 が比表面積 26 

m2/g で球相当径 43 nm と試料 B（42 m2/g で 27 nm） に次いで粒子径が小さく、次いで K3（19 

m2/g で 59 nm）、K2（17 m2/g で 66 nm）、K5（17 m2/g で 68 nm）、K4（12 m 2/g で 96 nm）、の

順となり、試料 K1 の粒子径が他の試料と比べてもかなり小さいことが判る。 

以上の結果を簡単にまとめた。 

（1）鮮やかな色を呈する試料 K1 は小型凝集体で、主に-Fe2O3と-Fe2O3で構成されており、

微量の夾雑物（未同定）を含む。さらに、Al2O3（7.7 wt%）および SiO2（14.1 wt%）、その他

の夾雑物を含む。 

（2）試料 K2～K5 はくすんだ赤色～褐色を呈し、凝集体径の変動幅が大きく、-Fe2O3、-Fe2O3

を主構成相とするが、他の結晶性や非晶質夾雑物含量も高い。 

図 3-5 に、色彩の鮮やかさと Fe2O3含有量および球相当径の相関図を示す。横軸に図 2 の原

点からの距離（鮮やかさ C とする）をとり、球相当径および XRF の結果の Fe2O3量をそれぞ

れ縦軸におくと、鮮やかなものほど粒子径は小さく、Fe2O3の量は多くなった。つまり、Fe2O3

含有量、球相当径と色の鮮やかさとは高い相関を示し、これら 2 つの要因がベンガラの色彩

に大きく影響することが明らかとなった。 

 

3.3.2 試料 B および K1 の形態観察 

試料 B と試料 K1 は比較試料 100ED と比較しても色彩、-Fe2O3純度において近い結果であ

り、古代においてこのような現代の工業ベンガラに匹敵するベンガラを作り得たことは大変

興味深い。試料 B は高純度-Fe2O3からなる粒子及び凝集体の径が小さいベンガラであった。

また、試料 K1 は-Fe2O3（通常は茶色）を含みながらも比較的鮮やかな色を呈した。両者は

出土ベンガラとしては鮮やかな色彩を示すが、色調や成分に若干の差があり、原料や製作方

法の違いを示唆していた。そこで、試料 B と試料 K1 のより詳細な比較検討を行うために、

TEM、STEM 観察、STEM-EDX 分析、磁気測定による分析をさらに行った。 

 SEM（図 3-4）では、凝集体の大まかな表面様相を観察したに過ぎないが、TEM および STEM

観察では、それぞれの凝集体を構成する一次粒子を識別できた。100ED の TEM 像（図 3-6a）

ではほぼ球状に近い形態もしくはそれらが繋がったと思われるくびれを持つ粒子形態であり、

平均粒子径は 102 nm であった。一方、古代ベンガラ試料（図 3-6b, c）は、100ED と同様の

球状粒子が最も多く観察されるものの、様相を異にする粒子も多く観察された。試料 B およ

び試料 K1 には共通する一次粒子が多かったが（図 3-7a–h）、試料 K1 の方が相対的に粒子径

は大きく、それぞれに特徴的な形状の粒子も存在した（図 3-7i–l）。試料 B と K1 に共通する
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粒子は球状粒子（図 3-7a, e）、微粒子または小粒子（図 3-7b, f）、六角柱状粒子（図 3-7c, g）

と不定形粒子（図 3-7d, h）の 4 種類であった。観察されたほとんどの粒子は球状粒子であり、

表面は滑らかで、多くは凝集塊を形成していた。試料 B の球状粒子は 20–60 nm 径であり、試

料 K1 の球状粒子は少し大きく、30–100nm 径であった。微粒子（4–10nm 径）及び小粒子

（10–20nm 径）は大きな粒子表面に付着する、あるいは、相互に癒着した状態で存在するこ

とが多かった。六角柱状粒子は試料 B で 50–250 nm、試料 K1 では 400–500nm 程度の大きさ

であった。六角柱状粒子の含有量は試料 B が K1 よりも多かった。 

 試料 B、K1 共に特徴的な粒子形態が 2 種類あり、試料 B では六角板状粒子（図 3-7i）（70–150 

nm 径）と連鎖状粒子（図 3-7j）で、試料 K1 では四角状粒子（図 3-7k）（20–50nm 径）と針状

粒子（図 3-7l）（30–40nm 径）であった。六角板状粒子は TEM 像では一見六角柱状粒子の一

方向の像にも見えるが、電子線が通り抜けているので、板状と判る。連鎖状粒子は細長い小

粒子（およそ 5×10 nm）が連なって配向する特異的な形態であった。四角状粒子には 10 nm

程度の窪みあるいは孔が観察された。 

それぞれの TEM 像の視野で電子線回折（ED）像を解析したところ、球状、六角板状およ

び六角柱状粒子は、いずれも-Fe2O3結晶であり（図 3-7a, i, c の挿入図）、六角柱状粒子の長

辺が c軸方向であることも判った（図 3-8a）。微粒子は電子線回折の対象とするには細かすぎ

たため、高分解能観察を行ったところ（図 3-8b）、明瞭な格子縞が観察され、結晶性であるこ

とが明らかとなった。また、この画像を高速フーリエ変換（FFT）して得られたスポットを解

析したところ、-Fe2O3であることが明らかとなった（図 3-8b 挿入図）。六角柱状粒子や六角

板状粒子の表面に付着した微粒子も、同様に-Fe2O3であることが判った。一方で、図 3-8c, d

の白線で囲まれた領域のように、格子縞が全く見られない非晶質と考えられる領域が試料 B、

K1 ともに認められた。このような視野では格子縞の観察されない部分と格子縞の観察できる

部分が存在し、非晶質部分と結晶部分と考えられる。FFT 像によると結晶部分は-Fe2O3であ

り、非晶質相は STEM-EDX で分析したところ、■部では Si、Al、Fe の値がそれぞれ 78.1、

16.4、3.2 at%であったため、非晶質相は非晶質アルミノシリケートであることが明らかとな

った。 

形態観察の結果、古代ベンガラは現代のベンガラとは違って様々な形態の粒子や様々な大

きさの粒子で構成されていると特徴づけられる。 

ところで、図 3-3 に示した XRD の結果によると、試料 K1 には-Fe2O3が含まれているが、

その存在位置あるいは形態は不明であった。そこで、この回答を得るために詳細な検討を行

った。図 3-9a, b にそれぞれ、数種の粒子が凝集した TEM 像および暗視野像を示す。この視

野の ED 像（図 3-9b 挿入図）を解析したところ、大半は-Fe2O3であったが、ごく少数の-Fe2O3

のスポットも確認された。観測された-Fe2O3の(211)面のスポット（図中赤丸）で暗視野像を

結像したところ、矢印で示した領域が-Fe2O3 であることが判った。図 3-9c は-Fe2O3 粒子の

高倍率像である。この領域のフーリエ変換像を解析したところ（図 3-9c 挿入図）、この粒子

は-Fe2O3 であることが確認された。-Fe2O3 は、-FeOOH （lepidocrocite）の加熱脱水、もし

くは Fe3O4（magnetite）の加熱酸化によって容易に生成するため 2)、-Fe2O3の存在は試料 K1

が加熱処理を経て調製されたことを示唆している。試料 K1 がオキシ水酸化鉄-FeOOH

30



（goethite）を加熱して作製されたと仮定すれば、試料 K1 で特徴的に見られた四角状粒子の

表面の 5–10 nm 程度の数多くの窪みは-FeOOH が加熱脱水して-Fe2O3に転移した時に生じ

た脱水孔と考えられる 4, 5)。また、針状粒子は-FeOOH（針状）の形状を維持したまま針状の

-Fe2O3粒子（図 3-7l）に相変態したとも考えられる。しかしながら、六角柱状の粒子は、オ

キシ水酸化鉄の加熱脱水による-Fe2O3への相転移だけで生成するとは考えにくく、大変興味

深い。 

 

3.3.3 試料 B および K1 における Al と Si の存在状態 

XRF では比較的多く検出されているにも関わらず、XRD でほとんど検出されていない Al

や Si の存在状態を STEM-EDX によって詳細に解析した。試料 B と K1 の STEM-EDX 分析結

果を図 3-10 に示す。試料 B を構成する 5 つの各粒子について EDX 分析を行った。検出され

た鉄のピークでスペクトルを規格化し、各粒子の Al と Si のスペクトルの強度を比較しとこ

ろ、球状粒子（図 3-10b）、六角柱状粒子（図 3-10a）および六角板状粒子（図 3-10c）では Si

のピーク強度が弱く、微粒子（図 3-10e）および連鎖状粒子（図 3-10d）からは Si が強く検出

された。Al は六角柱状粒子にはやや少なかったが、他の粒子にはほぼ同程度含まれていた。

これらの結果から、Si や Al は-Fe2O3粒子部分にも存在することが明らかとなった。  

図 3-10f は、試料 K1 の不定形大粒子の HAADF-STEM 像である。Fe、Al、Si の STEM-EDX

マッピング像（図 3-10g–i）から明らかなように、これらの元素は粒子全体にほぼ均一に分布

しており、結晶中に存在すると考えられる。ED 解析によって、不定形大粒子は-Fe2O3 であ

ることを確認しており、さらに、試料 K1 中の-Fe2O3の格子定数は a = 0.5037 nm、c = 1.3755 

nm となり、いずれも純粋な-Fe2O3の値よりも大きいことも確認している。 

通常、-Fe2O3 に Al が固溶すると Fe3+のサイトに Al3+が置換されるため格子定数が縮小し
2)、Si4+が固溶すると逆に定数は伸張すると言われている 3)。後者の場合には、Si4+が占有する

サイト、あるいはその電荷補償などの詳細は明らかにされていない。試料 B の格子定数を測

定したところ、a = 0.5034 nm、c = 1.3758 nm であった。これらの数値を純粋な-Fe2O3の値（a 

= 0.50356 nm、c = 1.37489 nm、PDF 00-033-664 (ICDD,2009)による）と比較すると、a軸は縮

小、c 軸は伸張したことになる。これらの結果から、上記の結晶性領域では-Fe2O3結晶格子

中に Al や Si が固溶していると推定された。 

前述のように、Al が固溶しているならば、格子定数は標準-Fe2O3のそれより縮小するはず

であるが、この場合にはやや伸張しているので、Al が固溶しているとする解釈には無理があ

る。図 3-10 の結果から Fe と Al が共存していることは明らかであるが、Al の存在形態につい

ては今後検討の余地がある。ただし、純粋な-Fe2O3の値よりも格子定数が長いことから判断

すると、Si は-Fe2O3結晶格子に固溶している可能性が高いと考えられる。 

以上述べたように、試料 B と K1 には粒子形態や元素組成で共通点は多いが、それぞれの

試料には特徴的な粒子が存在することを考慮すると、両試料は異なる原料あるいは製作法の

ベンガラである可能性が高い。 
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3.3.4 試料 B および K1 の磁気特性 

試料 B、K1 について、室温と 78 K で VSM 測定を行った（図 3-11）。試料 B は XRD 測定

からはヘマタイト単一相であり強磁性鉱物を含んでいないにも関わらず弱い磁化を示した。

強磁性体の飽和磁化は一般的に温度の上昇とともに低下するが、試料 B の磁化は室温よりも

78 K の方が逆に小さくなった（図 3-11a）。この原因として、-Fe2O3の寄生強磁性 8)の影響が

考えられる。D-M 相互作用 4,5)のため室温の-Fe2O3 の磁気構造は完全な反強磁性になってお

らず、寄生強磁性を示すが、260 K 以下になるとモーリン転移を起し完全な反強磁性となり磁

化を失う。78 K における試料 B の磁化低下はこの特性に起因するとも考えられる。しかし、

すべての-Fe2O3成分がモーリン転移を起して完全な反強磁性となった場合、磁化は非常に小

さくなり、M-H 曲線は単純な右上がりの直線的なグラフになるはずである。しかし試料 B の

ヒステリシスは、室温と比較して 78 K では磁化が僅かに小さくなったものの、その形状にほ

とんど変化がなかった。さらに、試料 B のゼロ磁場における残留磁化の温度依存性を測定し

たところ（図 3-11c）、磁化の減少、すなわちモーリン転移温度は 224 K 程度であり、純粋な

-Fe2O3（260 K）よりも低温側にシフトしていると共にモーリン転移以降も弱い磁化を示し

ていた。これらの結果は、試料 B に存在する-Fe2O3成分の多くがモーリン転移を起こさない

という特徴を有すると推定された。 

一方、試料 K1 では磁化の値が大きく、MH 曲線（図 3-11b ）は強磁性のヒステリシスを示

した。試料 K1 は、XRD 及び TEM 観察においても強い磁化を示すフェリ磁性の-Fe2O3が検

出されている。そのために磁化が大きく強磁性的な MH 曲線となったと考えられる。ここで、

強磁性成分を全て-Fe2O3 と仮定してその飽和磁化から-Fe2O3 含有量を概算したところ、

-Fe2O3の含量は約 14 %と推定された。 

更に詳細な磁気特性を調べるため、Mössbauer 分光法により試料 B と K1 を評価した（図

3-12）。それぞれのスペクトルはいずれも大きな内部磁場を示す 6 本の磁気分裂成分とその中

心付近の小さな常磁性成分（成分 1）からなっていた。また、磁気分裂成分は単純な一組の

対称的なピークではなく、磁気分裂に四極子分裂（QS）が重畳した非対称な分裂を示したた

め、磁気分裂成分については重畳する QSの符号に応じて、以下の 3 組の成分（成分 2、3、4）

を仮定しフィティングを実施した。また解析を単純化するため、各成分の QS値は、モーリン

転移の前後における-Fe2O3結晶の QSの文献値 6)、および-Fe2O3結晶の理論値として、以下

の数値を用いた。 

成分 2：QS = 0.21 mm/s、-Fe2O3（常温相）、モーリン転移を起こしていない。 

成分 3：QS = –0.41 mm/s、-Fe2O3 (低温相)、モーリン転移を起こしている。 

成分 4：QS = 0 mm/s、-Fe2O3。ただし、後述のように、モーリン転移の途上にある-Fe2O3

成分を含む。 

（以後、試料 B の成分 1 を B-1、K1 の成分 1 を K1-1 のように示す）。 

カーブフィッティング後のそれぞれの成分のピーク面積比を図 3-12e, f に示す。なお、試料

B の室温スペクトルは、成分 B-2 に加え、QSは同じで内部磁場のみ B-2 より多少小さい値を

持つ成分を考慮した方が、再現性のよい計算スペクトルを示したが、簡単のためその成分も

B-2 の面積に加えた。この内部磁場の小さい成分は、微粒子化した-Fe2O3粒子あるいは、非
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磁性元素が固溶した-Fe2O3粒子に由来すると考えられる。ところで、試料 K１の室温のスペ

クトルを見ると、-Fe2O3成分と推定される K1-4 は 14.2 %であり、VSM の結果ともよく一致

する。ここで、室温の K1-4 の異性体シフト（IS）は 0.29 mm/s で 3 価の Fe イオンに特徴的で

あり、Fe3O4（magnetite）結晶に特有の 2.5 価の Fe イオンに特徴的な磁気分裂成分が認められ

ないことから、XRD および TEM 観察によって-Fe2O3と同定されていた成分は Fe3O4ではな

く間違いなく-Fe2O3であることが確かめられた。250 K 以下の温度では K1-4 が多くなってい

るが、これはモーリン転移を起こしている途中の成分がオーバーラップしたためと解釈され

る。 

低温側では、試料 B の 200 K 以下および試料 K1 の 260 K 以下で B-1 および K1-1 はモーリ

ン転移を起しているが、試料 B の 200 K～20 K では B-3 が約 22～24 %であり、B-2 が約 64 %

を占めている。すなわち、20 K でも約 20 %しかモーリン転移を起していないことになる。こ

の結果は VSM 測定の結果とも一致する。一方、K1 では 260 K–80 K において K1-3 が徐々に

増え約 50 %に達した。約半分の-Fe2O3 がモーリン転移を起したと考えられる。このような

観点からすると、試料 B と試料 K1 の-Fe2O3は異なる粒子サイズや組成を有すると判断して

いいだろう。 

一般的にモーリン点消失の要因として、格子の歪み、微粒子化（<20nm）、不純物元素の固

溶が挙げられる 7,8)。試料 B および K1 の格子定数は既知のモーリン点消失領域内 8)には入っ

ていなかった。粒子径が小さくなるとモーリン点が低温側にシフトし、30 nm 程度の粒子径

では 200 K 付近に下がると報告されている 7)。上記の TEM、SEM 観察の結果から、試料 B は

K1 よりもより微粒子が多く含まれることが分かっており、20–30 nm や数 nm 程度の微粒子が

観察されたが、>50 nm 径の大粒子も多数存在していた。上述のように試料 B は 20 K でも約

20 %の成分しかモーリン転移を起していない。この現象がすべて微粒子化によって起こるな

らば試料 B は室温で超常磁性を示すはずである。しかし VSM や Mössbauer 測定では超常磁性

を示す成分はわずかであった。STEM-EDX の結果から-Fe2O3に Al や Si が固溶していると考

えられることから、モーリン点消失は微粒子化よりも主に-Fe2O3への他元素の固溶に起因す

ると考えられ、これらの要因が試料 K1 に比べ試料 B により顕著であると考えられる。 

以上の磁気特性の違いからも試料 B と K1 は本質的に異なる-Fe2O3であると結論付けられ、

両者の出発原料や作製プロセスが異なっていたことを支持していると言える。 

 

3.4 結言 

出土時に目視により 5 種類に分類した下扇原遺跡の土坑から出土したベンガラを材料科学

的に詳細に解析した。鮮やかな色を呈した試料 K1 の主構成相は-Fe2O3と-Fe2O3であり、試

料 B よりも多くの Al、Si を含んでいたが、その他の不純物はそれぞれ 1 wt%以下であった。

試料 B よりも粒子径は大きいが、同じ遺構から出土した K1～K5 の中では最も粒径が小さか

った。試料 K2～K5 は色味も悪く不純物相が多かった。試料 K1～K5 および試料 B の色彩の

鮮やかさと不純物含有量、粒子径はよい相関を示したことから、不純物や粒子径がベンガラ

の色彩に大きく影響することが確認された。 

試料 K1 が高純度かつ微粒子であったことから、K1 に注目し、試料 B と共に詳細な分析を
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行った。微量に含まれる Al や Si は非晶質シリケートもしくは、-Fe2O3に固溶した状態で存

在すると考えられる。また試料 B と試料 K は同様な粒子も多かったが K1 の方が相対的に粒

子は大きく、またそれぞれの試料に異なった粒子形態が観察され、両者は異質なベンガラで

あると考えられる。K1 はオキシ水酸化鉄を原料にして加熱により作製されたと考えられる。

磁気特性においても、試料 K1 の-Fe2O3の半分がモーリン転移をおこしているのに対し、試

料Bの-Fe2O3はその 80%がモーリン転移を起しておらず、両者は異なる性質を持った-Fe2O3

であることが確認された。 

下扇原遺跡では異なる原料や技法で製作されたベンガラが存在し、それらを使い分けてい

たと考えられる。さらに、従来の古代ベンガラの調査では土壌の混入であるとして、注目さ

れてこなかった Al や Si が古代ベンガラの特徴に大きく関わる重要な要素であることが示さ

れたことは、今後の古代ベンガラ研究の進展に大きな影響を及ぼすものと期待される。 
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図 3-1 (a) 下扇原遺跡図。(b) 土坑 SK100 の遺構写真。(c) 土坑 SK100 の遺構図。(d) ベンガラ試料 B 
の写真。(e) 試料 K1 の写真。(f) 試料 K2 の写真。(g) 試料 K3 の写真。 (h) 試料 K4 の写真。 (i) 試料
K5 の写真。 (j) 工業ベンガラ（100ED) の写真。

図 3-2 各ベンガラ試料の色測定結果。 
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表 3-1  各ベンガラ試料の成分分析結果（XRF, 酸化物換算）。
(wt %)

 Fe2O3 Al2O3  SiO2  P2O5 SO3 K2O CaO TiO2 MnO
K1 74.8 7.7 14.1 0.9 0.9 0.2 0.8 0.5 0.2 
K2 64.9 10.9 19.8 1.3 1.1 0.3 1.1 0.5 0.1 
K3 69.3 9.0 17.8 1.2 1.0 0.2 0.9 0.5 0.1 
K4 25.8 23.0 42.3 2.7 1.7 0.6 2.5 1.1 0.2 
K5 26.5 22.3 42.3 2.6 1.6 0.6 2.7 1.1 0.3 
B 93.0 1.8 3.8 - 1.2 - 0.1 - -

工業ベンガラ 97.8 0.6 0.5 - 0.9 - - - 0.1 

図 3-3 各ベンガラ試料の XRD パターン。 (a) 工業ベンガラ。(b) 試料 B。 (c) 試料
K1。(d) 試料 K2。 (e) 試料 K3。 (f) 試料 K4。 (g) 試料 K5。
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図 3-4 各ベンガラ試料の SEM 像。 (a) 試料 B。(b) 試料 K1。 (c) 試料 K2。 (d) 試
料 K3。 (e) 試料 K4。 (f) 試料 K5 。 (g) 工業ベンガラ。

図 3-5 鮮やかさ C*（色測定図における原点 0 から a*、b* の交点までの距離 （C*= √ a*2+b*2) 
と (a) 球相当径 (b) Fe2O3 量の関係。 
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図 3-6 工業ベンガラと古代ベンガラの TEM 観察像比較。 挿入図はそれぞれの拡
大像。(a) 工業ベンガラ。 (b) 試料 B。 (c) 試料 K1。
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図 3-7 試料 B と試料 K1 の TEM, STEM 観察像。(a) 試料 B の球状粒子。 挿入図は電子線回折 (a-Fe2O3)。 
(b) 試料 B の微粒子。  (c) 試料 B の六角柱状粒子。挿入図は電子線回折 (a-Fe2O3)。 (d) 試料 B の不定
形粒子。 (e) 試料 K1 の球状粒子。 挿入図は電子線回折 (a-Fe2O3)。 (f) 試料 K1 の微粒子。(g) 試料
K1 の六角柱状粒子。 (h) 試料 K1 の不定形大粒子。(i) 試料 B の六角板状粒子。 挿入図は電子線回折
(a-Fe2O3)。 (j) 試料 B の連鎖状粒子 。挿入図は電子線回折 (a-Fe2O3)。 (k) 試料 K1 の四角状粒子。無
数の孔が存在する。 (l) 試料 K1 の針状粒子 。挿入図は STEM 二次電子像。
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図 3-8 試料 B と K1 の TEM 像。 (a) 試料 B の六角柱状粒子。 挿入図は電子線回折 (a-Fe2O3)。 
長軸が c 軸方向であることが判る。 (b) 試料 B の微粒子部。 挿入図は同視野のフーリエ変換
像 (a-Fe2O3)。 (c) 試料 B の微粒子部の拡大像。 白線内は格子縞の確認出来ない非晶質相。
(d) 試料 K1 の微粒子部の拡大 像。白線内部は非晶質相 ■は STEM-EDS 測定箇所。
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図 3-9 試料 K1 の TEM 観察像。 (a) 粒子凝集部 矢印は g-Fe2O3 粒子。(b) （a）と同視野の暗視野像。  
g-Fe2O3 の電子線回折スポットを用いたため、g-Fe2O3 部分のみ光っているのが判る。 挿入図は同視野
の電子線回折 赤丸は暗視野取得に使用した g-Fe2O3 のスポット (221)。 (c) g-Fe2O3 粒子の拡大像。 挿
入図は同視野のフーリエ変換像（g-Fe2O3 ）。

図 3-10 試料 B の各粒子の STEM-EDX 結果（Fe で規格後）。 (a) 六角柱状粒子。
(b) 球状粒子。 (c) 六角板状粒子。 (d) 連鎖状粒子。 (e) 微粒子。 (f) 試料 K1 の不
定形大粒子の HAADF 像。 (g) 同粒子の Fe の STEM-EDX マッピング像。 (h) 同粒
子の Al の STEM-EDX マッピング像。(i) 同粒子の Si の STEM-EDX マッピング像。
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(a) (b)

(c)

図 3-11 試料 B と試料 K1 の VSM 測定結果。 (a) 試料 B の M-H 曲線。(b) 試料 K1
の M-H 曲線。(c) 試料 B の M-T 曲線。
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図 3-12 試料 B と試料 K1 の Mössbauer 分析結果。 (a) 試料 B の室温でのスペクト
ル (b) 試料 K1 の室温でのスペクトル。 (c) 試料 B の低温（20K）でのスペクトル。 
(d) 試料 K1 の低温（20K）でのスペクトル。(e) 試料 B の温度ごとの成分面積比グ
ラフ。 (f) 試料 K1 の温度ごとの成分面積比グラフ。
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第 4 章  室宮山古墳外堤住居址から出土ベンガラのキャラクタリゼーション 

 

4.1 緒言 

室宮山古墳外堤住居址 1)は 1989 年に発見された古墳前期（4 世紀～5 世紀初め）の遺跡

である。奈良県御所市の室宮山古墳の北側外堤部で検出された竪穴住居址で、室宮山古墳

以前からこの近辺に営まれていた集落内の一棟とみられる。これが古墳築造開始に伴い古

墳造営集落へと規模を広げて展開したものと考えられた。そして集落の一部が外堤建設場

所に位置していたためその住居を廃棄、埋没したものと考えられている。深さ 25 cm の床

面直上にほぼ完形の壺が正位置でおかれ（図 4-1a）、その上に口縁部を打ち欠いた小型の

壺を蓋として利用していた。この壺の中には 7.15 kg に及ぶベンガラが収められていた （図

4-1b）。このベンガラを奈良県立橿原考古学研究所にて XRF 分析を行った 1)ところ、Fe2O3

成分が約 93％であった。 

第 1 章で述べたとおり、本研究では材料科学的なアプローチで遺跡から出土した古代ベ

ンガラの謎を解明することを目的としており、第 2 章、3 章では熊本県の下扇原遺跡出土

ベンガラについてその特徴に明らかにした。本章では時代および地域的にも異なる奈良県

御所市室宮山古墳外堤住居址から出土した高純度-Fe2O3 古代ベンガラについて、吹屋ベ

ンガラ、工業ベンガラ、合成-Fe2O3 と比較を行いながら、詳細な分析、検討を行い、主

に色彩や構成成分、粒子形態、磁気特性についてその特徴を明らかにした。 

 

4.2 試料と実験方法 

試料 

遺跡から出土した古代ベンガラの他に比較として第 2 章でも用いた吹屋ベンガラ、工業

ベンガラ、合成-Fe2O3を用いた。詳細は以下に記す。 

（1）古代ベンガラ（室宮山ベンガラ）：室宮山古墳の北側外堤部竪穴住居址から出土した

壺に入っていたベンガラの一部で、凝集して 1 cm 程度の塊になっていたもの（図 4-1c）

をアルミナ乳鉢にて粒状となるまで粉砕して使用した。なお、試料は奈良県立橿原考古学

研究所より提供された。 

（2）吹屋ベンガラ  

（3）工業ベンガラ 

（4）合成-Fe2O3 

実験方法 

上述の 6 種類のベンガラ試料に対し下記に示す分析を行った。 

1. 色彩評価  

2. 成分分析 （XRF） 

3. 相同定  （XRD） 

4. 形態観察  （SEM, TEM, STEM, EDX） 

5. 磁気特性評価 （VSM， Mössbauer） 

Mössbauer 分光法では 室温、100 K、50 K、20 K にて鉄の化学状態及び磁気特性を測定し
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た。 

 

4.3 結果および考察 

4.3.1 色彩および-Fe2O3純度 

 分光測色計によって色測定を行った結果（図 4-2）、吹屋ベンガラ（図中×）、工業ベンガ

ラ（同◆）および合成-Fe2O3（同＋）は a*が約 35 と高く、b*は約 30 であるのに対し、

室宮山ベンガラ（同●）は a* = 28.1、b* = 24.5、L* = 38.8 を示し、くすんだ色であった。

b*/a* 値は吹屋ベンガラが 0.82、工業ベンガラが 0.88、合成-Fe2O3 が 0.91 であるので、

吹屋ベンガラと工業ベンガラは合成-Fe2O3 よりも赤味が強いといえる。室宮山ベンガラ

試料の b*/a* 値は 0.88 であり、工業ベンガラと同じ値を示した。このことから、室宮山ベ

ンガラは現代の工業的に製作されたベンガラと比較して、くすんではいるが同様の色相で

あるといえる。 

表 4-1 に各試料の XRF 組成分析による構成元素比（半定量値）を示す。室宮山ベンガラ

は Fe2O3成分が 92.3 wt%と多く、Al2O3成分と SiO2成分をそれぞれ 2.1 wt%、4.3 wt%を含

んでいた。Fe2O3 成分は吹屋ベンガラとほぼ同じであり、室宮山ベンガラは高純度な酸化

鉄試料であると言える。XRD 測定の結果（図 4-3）、工業ベンガラおよび合成-Fe2O3は純

粋な-Fe2O3であった。これに対して、吹屋ベンガラの主構成相は-Fe2O3であるが、わず

かに石英（SiO2）を含んでいた。室宮山ベンガラは主構成相が-Fe2O3 であり、わずかに

-Fe2O3と SiO2（quartz）を含んでいた。その他の結晶質のピークは認められなかったこと

から、室宮山ベンガラの-Fe2O3 純度は大変高いと言える。一般的に、-Fe2O3 は-FeOOH 

（lepidocrocite）の脱水、もしくは Fe3O4（magnetite）の酸化によって生成する 2)。また Fe3O4

は-Fe2O3 の加熱還元によって得られる 2)。したがって、-Fe2O3 の存在はこの試料が加熱

処理されたことを示唆する 3)。室宮山ベンガラは Al2O3成分を 2.1 wt%含んでいる（表 4-1）

が、Al 系の結晶相が検出されなかったことから、Al 元素は主に非晶質もしくは超微粒子

の酸化物といった形で存在すると推察される。表 4-2 にこれらの試料の格子定数（a およ

び c 軸長）を示す。室宮山ベンガラ中に含まれる-Fe2O3の格子定数は a = 0.5033、c = 1.3745 

nm であり、工業ベンガラ、合成-Fe2O3および PDF よりもわずかに縮小していた。吹屋ベ

ンガラおいては、格子定数が純粋な-Fe2O3 よりも僅かに短い。吹屋ベンガラの格子定数

の変化は-Fe2O3の Fe3+サイトの一部を Al3+が占有しているためと考えられており 4)、室宮

山ベンガラ中の-Fe2O3も同様に Al3+の置換の可能性が推測される。 

 

4.3.2 形態観察および粒子径 

図 4-4 に各ベンガラ試料の SEM 観察の結果を示す。SEM 像から、室宮山ベンガラ（図

4-4a）には一見 100–500 nm 程度の粒子で構成されているように見えるが、これらの表面は

凹凸が激しく、多くは凝集した二次粒子であると考えられる。その凝集二次粒子の大きさ

形も多様であった。これに対して吹屋ベンガラ（図 4-4b）、工業ベンガラ（図 4-4c）、合成

-Fe2O3（図 4-4c）の粒子は 100 nm 程度の表面が滑らかな粒子で構成されており、概ね粒

子形がそろっていた。図 4-5 に室宮山ベンガラ、吹屋ベンガラ、 工業ベンガラ、合成-Fe2O3
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の TEM 像を示す。吹屋ベンガラ（図 4-5b）の粒子はほぼ球状に近い形態もしくはそれら

が繋がったと思われるくびれを持つ粒子形態であり、平均径は 122 nm であった。工業ベ

ンガラ（図 4-5c）は平均粒子径が約 102 nm の球状粒子であり、吹屋ベンガラに近い大き

さであった。合成-Fe2O3（図 4-5d）は球状粒子と不定形粒子が多く、平均粒子径は 79 nm

であった。TEM 観察では SEM 観察では確認されなかった一次粒子が見られ、吹屋ベンガ

ラ、工業ベンガラ、合成-Fe2O3 とは異なり、室宮山ベンガラの多様な粒子形が判別でき

た（図 4-5a）。 

多くは 20–250nm の球状粒子（図 4-6a）であり、これらの粒子が大部分を占めている。

その他には、不定形大粒子（図 4-6b，>250nm）、柱状（図 4-6c，200–500 nm）、微粒子（図

4-6d，5–7nm）、筒状粒子（図 4-6e，100–200 nm）、シート状粒子（図 4-6f，500–1000nm）

の 5 種類である。球状粒子および柱状粒子はそれぞれ TEM の電子線回折（ED）の解析に

より、-Fe2O3 であることが確認された。微粒子は高分解能 TEM 像の高速フーリエ変換

（FFT）から ED と同様のスポットが得られ、その解析結果から-Fe2O3であることが確認

された。不定形大粒子は-Fe2O3であることが多かったが、中には-Fe2O3もあった。また、

シート状粒子は ED の解析から雲母鉱物であると判った。筒状粒子はその形状からハロイ

サイトであると考えられる 5)。これらの粘土鉱物の存在は XRF で Al2O3および SiO2等が検

出されていることと良く一致する。しかし、XRD では検出できなかったことから、その存

在量は少ないと考えられる。 

 STEM による二次電子像の観察（図 4-7）では、柱状粒子や粒状粒子には表面が滑らか

な粒子（図 4-7a）と表面に-Fe2O3微粒子がとりついたような粒子（図 4-7b）、の 2 種類が

存在することが判った。STEM-EDX の結果から、双方とも Fe に加え Al と Si が検出され

た（図 4-7c,d）。表面が滑らかな粒子は Al のピーク強度が Si の倍以上なのに対し、微粒子

がとりついている柱状粒子は Al と Si のピーク強度がほぼ同じで、かつ Si のピーク強度は

滑らかな粒子よりも強いという結果となった（図 4-7d）。このことから、観察された粒子

のサイズや形態には Al や Si が影響していると考えられる。STEM 像（図 4-8）からも判る

ように、粒成長した大きな単結晶粒子と微粒子が同時に存在し、また微粒子が周りにとり

ついているという現象（図 4-8a）は吹屋ベンガラ、工業ベンガラおよび合成-Fe2O3 では

あり得ず、室宮山ベンガラ試料の特徴と言える。 

室宮山ベンガラ中の滑らかな粒子の STEM-EDX 元素マッピングでは、Al、Si が粒子全

体に一様に存在していた（図 4-9）。このことから、Al および Si が-Fe2O3中に固溶してい

ると考えられる。Fe、Si、Al の簡易定量を行ったところ、それぞれ 97.2, 0.5, 2.0 at%であっ

た。-Fe2O3に Al が固溶した場合、Fe3+サイトに Al3+が置換され、Al3+のイオン半径は Fe3+

より小さいため、格子定数は縮小する 2)。一方、-Fe2O3 に Si が固溶した場合、どのサイ

トを Si4+が占有するか、電荷補償がどのように行われているか等の詳細は議論の最中であ

るが、格子定数は伸びると報告されている 6)。ベガード則から-Fe2O3の Fe3+の 2%が Al3+

に置換したとすると、格子定数は a = 0.50300 nm, c = 1.37337 nm になる。しかし、室宮山

ベンガラ試料の格子定数は a = 0.5033 nm, c = 1.3745 nm であり、計算値よりもわずかに長

い。つまり、室宮山ベンガラ試料には Al だけでなく Si も僅かに固溶しているため、格子
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定数が純粋な-Fe2O3よりも短くなるが、Al が 2%固溶した-Fe2O3よりも長くなったと考

えられる。 

 

4.3.3 磁気特性 

VSM 測定において（図 4-10）室宮山ベンガラ試料の MH 曲線は室温および 78 K におい

ても、強磁性のヒステリシスを示した。飽和磁化は 78 K において 3.6 emu/g であった。XRD

で-Fe2O3が検出された（図 4-3）ので、全ての強磁性成分が-Fe2O3であると仮定して飽和

磁化からその含有量を推定したところ、室宮山ベンガラ試料は 4.4%の-Fe2O3 を含有して

いるものと見積もられた。 

さらに詳細な磁気特性を調べるため、Mössbauer 分光測定を行った（図 4-11）。室宮山ベ

ンガラのスペクトルは通常の化学合成で得られる-Fe2O3 と比べると複雑な様相を呈して

いた。室温のスペクトルは主として大きな内部磁場を示す 6 本の磁気分裂成分とその中心

付近の小さな常磁性成分からなっていた。また、磁気分裂成分はやや内側に裾を引いたピ

ーク形状をとっていたため、大きな磁気分裂成分 1 と小さな磁気分裂成分 2 の二組の成分

を仮定し解析した。XRD で僅かに検出された強磁性の-Fe2O3 は、メスバウアースペクト

ルでは-Fe2O3 のスペクトルと明確に分離することができず、フィッティングで得られた

-Fe2O3成分に含まれていると解釈した。表 4-3 に Mössbauer パラメータを示す。室温にお

いて、成分 2 の内部磁場は 51.5 T で純粋な-Fe2O3（51.75 T）の値 7)と良く一致することか

ら、成分 2 は良く粒成長した-Fe2O3 に由来すると考えられる。成分 1 の内部磁場の値は

48.2 T であり、成分 2 に比べて小さい。室温での-Fe2O3の内部磁場は粒子径が小さいと小

さくなるため、成分 1 は微粒子の-Fe2O3 を反映していると考えられる。また、室温にお

ける四極子分裂の値に注目すると、成分 1 は–0.160 mm/s であり、成分 2 の–0.202 mm/s よ

りも絶対値が小さかった。これは成分 1 には-Fe2O3のほかに四極子分裂が 0 mm/s である

-Fe2O3成分も含まれているため、見かけの四極子分裂の絶対値が小さくなったためと解釈

した。僅かに含まれる常磁性成分（1.8 %）は、超常磁性の-Fe2O3成分を反映していると

考えられる。室温のピーク面積比は(成分 1):(成分 2) = 36.6:61.6 であり、試料中の-Fe2O3

の半分以上は成分 2 のよく粒成長した-Fe2O3であることが判った。 

 一般的に-Fe2O3はネール点（950 K）以下においては寄生強磁性を示すが、260 K 以下

でモーリン転移と呼ばれる磁気転移現象を示し、反強磁性となる 7)。この現象は Mössbauer

分光法においては、四極子分裂の値が負から正となることで確認できる。そこで低温にお

いて Mössbauer スペクトルを測定し、四極子分裂を温度に対してプロットした（図 4-12a）。

成分 2 は室温から 100 K の間でモーリン転移を示したが、成分 1 は 20 K においてもモー

リン転移を示さなかった。成分 1 と成分 2 の面積比の温度に対する変化を図 4-12b に示す。

成分 1 は温度が下がるにつれて多くなり、成分 1 は少なくなった。これは、成分 1 には室

温で超常磁性成分として検出されていた-Fe2O3 ナノ粒子が含まれており、この成分が低

温で磁気分裂を示したためと考えられる。20 K での成分 1 の面積比は 50%であるが、前述

したように成分 1 には-Fe2O3も含まれているため、成分 1 中のモーリン転移を起していな

い-Fe2O3は 50 %より少ないと考えられ、試料中の-Fe2O3の半分以上はモーリン転移を起
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しているものと考えられる。このことから、室宮山ベンガラ試料中の-Fe2O3の 50 %以上

はよく成長した結晶粒子（TEM 観察で確認された図 4-6a–c の単結晶粒子）であり、残り

は微粒子の-Fe2O3（TEM 観察で確認された図 4-6 d の微粒子）であると考えられる。 

モーリン点消失の要因としては格子歪み、微粒子化（20 nm 以下）不純物元素の固溶が

挙げられる 8,9)。本試料の-Fe2O3 の格子定数はモーリン点が消失すると報告されている領

域（図 4-13）には入ってはいない 8)。20 nm 以下の粒子の存在は TEM 観察で確認されてお

り、格子定数および SETM-EDX の結果から、Al が固溶している可能性が示唆されている。

成分 1 中の-Fe2O3 のモーリン点消失は、微粒子の存在及び不純物元素の固溶、これらの

複合的な要因によるものと考えられる。 

  

4.4 結言 

室宮山古墳外堤住居址出土ベンガラ試料は次のような特徴をもつ。 

1）吹屋ベンガラ、工業ベンガラおよび合成-Fe2O3 よりもくすんだ色調であるが、合成

-Fe2O3よりも赤味が強く、工業ベンガラと同様の色相であった。  

2）Fe2O3成分を 92.3 wt%含む、その中で 4 % 程度は-Fe2O3である。また、Al2O3, SiO2成

分をそれぞれ 2.1，4.3 wt%含み、それらは石英、雲母鉱物および粘土鉱物として存在する

ものと考えられる。 

3）粒子形は球状の粒子が最も多いものの、多様な粒子形の-Fe2O3を含んでいた。中には

大きな単結晶粒子の周りに微粒子が付着している特異な粒子形態が存在した。 

4）格子定数が若干縮んでおり、Al、Si の固溶が考えられる。 

室宮山ベンガラ試料は本論文の第 2 章で述べた下扇原遺跡から出土した古代ベンガラと

いくつかの共通点と相違点も見られた。これらの古代ベンガラの比較は 6 章の古代ベンガ

ラの製作技法の検討および第 8 章 総合検討にて詳しく述べる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49



参考文献 

 

1） 橿原考古学研究所付属博物館, 葛城氏の実像, 春季特別展図録, 2006. 

2） R. M. Cornell, U. Schwertmann, The Iron Oxides Second, Completely Revised Extended 

Edition, WILEY-VCH GmbH & Co. KGaA 2003. 

3） M. P. Pomies, M. Menu, and C. Vignaud, Red palaeolithic pigments: natural hematite or heated 

goethite?, Archaeometiy 41, 1999, 275–285. 

4） 浅岡裕史, 酸化鉄系無機顔料についての研究 岡山大学 大学院自然科学研究科 博士論

文, 2004. 

5） 日本粘土学会, 粘土ハンドブック（第三版）, 技報堂出版株式会社, 2009. 

6） A. S. Campbell, U. Schwertmann, H. Stanjek, J. Friedl, A. Kyek, and P. A. Campbell, Si 

incorporation into hematite by geating Si–ferrihydrite, Langmuir 18, 2002, 7804–7809. 

7） 近角聡信, 太田恵造, 安達健五, 津屋昇, 石川義和, 磁性体ハンドブック, 朝倉書店, 

1988. 

8） S. G. Marchetti and R. C. Mercader, Magnetism of nanosized oxide systems investigated by 

Mössbauer spectroscopy, Hyper Interactions 148/149, 2003, 275–285. 

9） R. E. Vandenberghe, E. Vansan, E. de Grave, G. M. da Costa, About the Morin transition in 

hematite in relation with particle size and aluminium substitution, Czechoslovak J. Phys. 51, 

2001, 663–675. 

 

50



図 4-1  (a) 室宮山古墳外堤住居址遺構写真。 (b) ベンガラ出土状況 住居址に据え置
かれた壷の中にベンガラが詰まっている。(c) 壷の中から採取したベンガラ凝集塊。

図 4-2 各ベンガラ試料の色測定結果。  
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表 4-1  各ベンガラ試料の成分分析結果 （XRF, 酸化物換算）。

図 4-3 各ベンガラ試料の XRD パターン。 (a) 合成ベンガラ。 (b) 工業ベンガラ。
(c) 吹屋ベンガラ。(d) 室宮山ベンガラ。 指数は a-Fe2O3。

(wt%)
 Fe2O3 Al2O3  SiO2  P2O5 SO3 K2O CaO  Cr2O3 MnO  Ni2O3  CuO ZnO As2O3

室宮山ベンガラ 92.3 2.1 4.3 0.4 0.6 0.1 0.1 - 0.1 - - -          -
吹屋ベンガラ 92.4 2.1 3.4 0.3 0.6 0.1 - - 0.1 - 0.3 0.2 0.5 
工業ベンガラ 97.8 0.6 0.5 - 0.9 - - - 0.1 - - - -
合成 a-Fe2O3 99.0 0.7 0.2 - - - - - - - - - -

a axis  (nm) c axis  (nm)
室宮山ベンガラ 0.5033 ± 0.00001 1.3745 ± 0.00011
吹屋ベンガラ 0.5029 ± 0.00006 1.3742 ± 0.00027
工業ベンガラ 0.5035 ± 0.00002 1.3754 ± 0.00011
合成 a-Fe2O3 0.5036 ± 0.00001 1.3752 ± 0.00008
PDF
00-033-0664 (ICDD, 2009) 0.50360 1.3749 

表 4-2  各ベンガラ試料中の a-Fe2O3 の格子定数 。
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図 4-4 各ベンガラ試料の SEM 観察像。 (a) 室宮山ベンガラ。(b) 吹屋ベンガラ。
(c) 工業ベンガラ。 (d) 合成ベンガラ。

図 4-5 各ベンガラ試料の TEM 観察像。 (a) 室宮山ベンガラ。 (b) 吹屋ベンガラ。 
(c) 工業ベンガラ。(d) 合成ベンガラ。
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図 4-6 室宮山ベンガラの TEM 観察像。 (a) 球状粒子。 挿入図は電子線回折
（a-Fe2O3）。(b) 不定形粒子。(c) 柱状粒子。挿入図は電子線回折（a-Fe2O3）。(d) 微粒子。 
(e) 筒状粒子。 (f) シート状粒子。

図 4-7 室宮山ベンガラの STEM-EDX 分析。 (a) 表面が滑らかな単結晶。 四角は分
析箇所。(b) 柱状粒子を微粒子が取り巻いた粒子四角は分析箇所。(c) (a) の STEM-
EDX スペクトル（Fe 規格後）。 (d) (b) の STEM-EDX スペクトル。
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図 4-9 室宮山ベンガラの STEM-EDS 分析。 (a) 二次電子像。(b) O のマッピング。
(c) Fe のマッピング。(d) HAADF 像。(e) Al のマッピング。(f) Si のマッピング。

図 4-8 室宮山ベンガラの STEM 観察像。 (a) 単結晶を微粒子が取り巻いている様子。
(b) 微粒子が取り巻いている粒子と微粒子が周りにない粒子が混在している様子。
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図 4-10 室宮山ベンガラの VSM 測定結果。 強磁性を示す M-H 曲線。

図 4-11 室宮山ベンガラの Mössbauer スペクトル。(a) 室温。 (b) 低温（20K）。
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component
IS / mm・s-1 QS /  mm・s-1 Hhf / T Area / %

成分 1 成分 2
常磁性

成分
成分 1 成分 2

常磁性

成分
成分 1 成分 2 成分 1 成分 2

常磁性

成分

室宮山

20K 0.50 0.47 -0.13 0.37 53.17 54.47 50.45 49.55 
50K 0.49 0.49 -0.17 0.39 53.26 54.34 51.87 48.13 
100K 0.48 0.49 -0.18 0.40 53.13 54.22 45.70 54.30 
RT 0.37 0.37 0.38 -0.16 -0.20 0.66 48.21 51.54 36.64 61.57 1.79 

表 4-3  室宮山ベンガラの Mössbauer パラメータ 

図 4-12 室宮山ベンガラの Mössbauer パラメータグラフ。 (a) 四極子分裂のグラフ。
(b) 温度ごとの各成分の面積比グラフ。

図 4-13 モーリン点が消失すると報告されている格子定数の範囲 8）（黄色の範囲）。
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第 5 章 天然鉱物からのベンガラ作製 

 

5.1 緒言 

ベンガラの赤色は-Fe2O3が発する色である 1)。つまり、ベンガラを作製する上で重要なこ

とは、いかに原料から-Fe2O3 を取り出すか、いかに原料を-Fe2O3 に変換するか、またいか

に-Fe2O3の鮮やかな赤色を引き出すか、という事である。歴史的にみて、ベンガラの作製方

法は原材料の観点から大きく 3 つの方法が考えられる 2–7)。即ち、第一に、天然に存在する

-Fe2O3（赤鉄鉱）あるいは-Fe2O3 を多く含む土（赤土）を粉砕してそのまま利用する方法

（1）、第二に、天然に存在するオキシ水酸化鉄を加熱脱水させることによって-Fe2O3を得る

方法（2）、第三に、高純度の硫酸鉄や塩化鉄を用いて様々な化学処理を経て-Fe2O3を得る方

法（3）である。旧石器時代の遺跡である北海道の嶋木遺跡や新潟県の荒沢遺跡 8)などからは

-Fe2O3 の礫塊や-Fe2O3 の付着した台石や磨石が出土しており、（1）の方法で作製されてい

たと考えられている。旧石器時代のフランスの Troubat 遺跡 9)ではオキシ水酸化鉄から-Fe2O3

を作製する（2）の方法で作製されたと考えられている。また，近世において備中岡山で大規

模に生産されていた吹屋ベンガラは（3）の方法で作製されていた 10, 11)。（3）の方法は 18 世

紀になって開発された方法であり、古代では専ら（1）ないしは（2）の方法を用いていたと

考えられる。特に（2）の方法は紀元 1 世紀の書物であるプリニウスの「博物誌」12)の中に、

黄土を焙焼することによって赤色顔料を得る方法が記されており、この方法は古代でも広く

普及していた技術であろう。（2）の方法で使用される原料として、オキシ水酸化鉄と一口に

いっても自然界には様々なものが存在する。例えば、鉄分を多く含む土壌（黄土）、地中にお

いて鉄の酸化物が二次的に濃集することによって形成される板状褐鉄鉱である鬼板 13)や植物

の根の周りに管状に鉄の酸化物が濃集した高師小僧 14)が挙げられる。最近では鉄酸化細菌の

作る水酸化鉄（我々は Biogenous Iron oxide :BIOX と呼称している）を加熱して作製されたと

いわれるパイプ状ベンガラも古代遺跡から多数出土している。これも（2）の方法で作られた

ベンガラに入れると原料であるオキシ水酸化鉄の種類は多岐にわたる。 

本研究ではこれまで考古学を中心とした調査、研究のみ行われてきた古代遺跡出土ベンガ

ラに対し、固体化学や材料科学的手法を用いた詳細で多角的な検討を行うことにより、古代

ベンガラの作製技術に迫ることを目的としている。前章までに遺跡から出土したベンガラに

ついての詳細なキャラクタリゼーションを行いそれぞれのベンガラの特徴を明確にした。 

本章では古代では一般的であったと思われる赤鉄鉱およびオキシ水酸化鉄を用いたベンガ

ラの作製技術に迫るため、天然に産出する赤鉄鉱、天然に存在するオキシ水酸化鉄である黄

土、鬼板を用いてベンガラを作製し、これらの原材料からどのようなベンガラを作製できる

のかを詳細に検討した。 
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5.2 赤鉄鉱からのベンガラ作製 

5.2.1 試料と実験方法 

赤鉄鉱という名称は-Fe2O3 そのものを示す場合と、-Fe2O3 を主成分とした鉱石を示す場

合がある。実験に使用した試料は後者の意である。第 2 章でも述べたが、本研究のためにラ

テライト、テラロッサ、魚卵状赤鉄鉱等の 10 種類の赤色を呈する鉱石を入手し、それぞれを

XRD、XRF にて分析したところ、多くの試料は石英（SiO2）や粘土鉱物（カオリン鉱物およ

び雲母鉱物）を多く含んでいた。このような試料では高純度-Fe2O3である古代ベンガラとの

比較は難しい。しかし、愛知県大垣市の赤坂鉄山から産出した天然の赤鉄鉱（図 5-1,（株）

ニチカ， 京都市中京区）は XRD でも-Fe2O3のほぼ単一相であり、XRF でも 90 wt%以上の

Fe2O3成分を含有していた。よって、この赤鉄鉱試料を古代ベンガラの比較試料とすることと

した。 

実験ではこの赤鉄鉱の塊を乳鉢で粉末になるまで粉砕して赤鉄鉱試料とした。この試料に

対し、色測定、XRF 分析、XRD 測定、SEM、TEM 観察および STEM-EDX による元素分析を

行った。比較試料として工業ベンガラ（100ED, 戸田工業（株））を使用した。また、色測定

においては赤鉄鉱が古代ベンガラの出発物質であった可能性を検証するために、第 2 章から

第 4 章にてキャラクタリゼーションを行った下扇原遺跡出土ベンガラおよび室宮山古墳外堤

住居址出土ベンガラの古代ベンガラ試料と比較した。 

 

5.2.2 結果と考察 

 図 5-2 に工業ベンガラ、赤鉄鉱粉末と古代ベンガラの測色結果を示す。工業ベンガラ（◆）

は a*が約 35 と高く、b*は約 30 であり、赤色の少し強い色調であった。赤鉄鉱（△）は L* = 

33.7、a* = 23.3、b* = 23.8 であり、ほぼオレンジに近い色調で工業ベンガラや古代ベンガラよ

りもかなりくすんだ赤色であった。XRF による元素分析（表 5-1、半定量値）では赤鉄鉱の

Fe2O3 は 91.3 wt%であり、工業ベンガラよりも-Fe2O3 の純度は低かった。Al2O3 成分と SiO2

成分をそれぞれ 2.2 wt%、2.9 wt%を含み、P2O5や CaO 等を僅かに含んでいた。また As2O3成

分を 2.3 wt%含んでいたのが本試料では特徴的である。図 5-3 に工業ベンガラと赤鉄鉱の XRD

パターンを、表 5-2 に(024)、(116)、(214)面のピークの半価幅を示す。赤鉄鉱の XRD パター

ンでは 2 = 22°付近に同定不能な小さなピークが見られたがほぼ-Fe2O3のピークのみであっ

た。半価幅を比べると工業ベンガラよりも値が小さいため、工業ベンガラよりも結晶子サイ

ズが小さかった。XRF 分析結果によると、赤鉄鉱は Al2O3（2.2 wt%）、SiO2（2.9 wt%）を含

有していたが、石英や Al-Si 系の結晶相が検出されなかったことから、これらの元素は主に非

晶質もしくは低結晶性の Al や Si を含む酸化物として存在すると推察される。赤鉄鉱中に含

まれる-Fe2O3の格子定数は a = 0.5036±0.00003 nm、c = 1.3756±0.00015 nm であり，工業ベン
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ガラ（a = 0.5035±0.00002 nm、c = 1.3754±0.00011 nm）およびデータベース（a = 0.5036 nm、c 

= 1.3749 nm, PDF 00-033-664, ICDD 2009）と同程度であり、結晶格子中に Fe や O 以外の元素

を含まない純粋な-Fe2O3と考えられる。つまり、XRF で検出された Si や Al は第 2 相として

-Fe2O3とは別の相として存在すると考えられる。 

図 5-4 に古代ベンガラの SEM 観察の結果を示す。工業ベンガラ（図 5-4b）が約 100 nm の

揃った球状粒子であるのに対し、赤鉄鉱（図 5-4a）は約 1 m の不定形粒子と 10–20 nm の球

状粒子とその凝集体等、さまざまな大きさの粒子が混在しており、300 nm–1 m の板状の粒

子も観察された。粒子形状が多様で、大きさも不揃いであるという特徴は工業ベンガラより

も第2章から第4章で述べた古代ベンガラに近かった。凝集粒子を構成している微粒子はSEM

で観察するには小さすぎたため、TEM 観察を行った。図 5-5 に赤鉄鉱の TEM 像を示す。約

200 nm の不定形の大きな粒子が多く存在するが、古代ベンガラ試料と同様に微粒子（平均径

5.4 nm）の凝集体も観察された（図 5-5 c）。また、紡錘形の粒子（図 5-5 b 矢印）やシート状

の粒子（図 5-5c）も観察された。図 5-6 に STEM-EDX で測定した元素マッピング像を示す。

HAADF-STEM 像と Fe はほぼ重なっており、視野中のほとんどの粒子が-Fe2O3であると考え

られるが、一方で Si や Al のシグナルが多く検出された部分が存在し、この部分は粘土鉱物

であると考えられた（図 5-5a 矢印）。これは XRF の結果で Al2O3（2.2 wt%）と SiO2（2.9 wt%）

を含んでいた結果とよく一致する。しかしながら XRD では検出できなかったため、粘土鉱物

として含まれていてもごく少量であると考えられる。視野中に紡錘形の粒子が存在している

が、マッピング像には Fe が多く検出されており、電子線回折の結果とも合わせて考えると

-Fe2O3であることが判った。 

 赤鉄鉱はその成分や多様な粒子形（特に微粒子の存在）から、古代ベンガラと共通する部分

が多く、古代ベンガラの原料に十分なりえると判断できたが、その色彩は古代ベンガラより

もくすんだ色彩であった。しかし、これは第 2 章で述べたように、水簸処理をすることによ

って色彩が向上し、古代ベンガラに近づくことが判っている。このような赤鉄鉱が古代ベン

ガラの原料や古代ベンガラそのものとして使用されていたことは間違いないであろう。 

 

5.2.3 まとめ 

 赤鉄鉱は工業ベンガラや古代ベンガラ試料と比較してかなりくすんだ色であった。Fe 成分

は 91 wt%程度で他に Al、Si、P、と As を含んでいた。赤鉄鉱中の-Fe2O3は格子定数も純粋

な-Fe2O3と同程度であり、純粋な-Fe2O3であると考えられる。粒子形態は 10–20 nm の球状

粒子とその凝集体が様々な大きさで存在している一方で、紡錘形の粒子が存在することが特

徴的であった。また、平均粒子径 5.4 nm の超微粒子も存在した。さらに 300 nm–1 m の板状

粒子や、粘土鉱物と考えられる粒子も存在し、粒子形態はバラエティに富んでいた。 
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5.3 鬼板からのベンガラ作製   

5.3.1 試料と実験方法   

鬼板は地層中に産する水酸化鉄でセメントされた褐色の板状部の呼称である 13）。本研究のた

めに 3 種類の鬼板を入手し、XRD および XRF 分析を行ったところ、他の 2 試料については

粘土鉱物が多く、高純度-Fe2O3である本研究の古代ベンガラ試料と比較するには不適と考え、

もっとも-FeOOH が多く、高純度-Fe2O3となり得そうな本試料福井県産鬼板（図 5-7、（株）

ニチカ、京都市中京区）を選定した。この鬼板を蒸留水とともにビーカーに入れ、超音波洗

浄器にて 10 分間洗浄後、蒸留水交換という作業を 5 回繰り返し、表面の土を落とした。その

後、ハンマーで砕き、さらに乳鉢で粉状となるまで粉砕し、実験に使用した。この試料に対

し、（1）キャラクタリゼーションと（2）加熱実験を行った。 

（1）キャラクタリゼーション  上記鬼板試料について、XRD 測定、XRF 分析、SEM 及び

TEM 観察を行った。 

（2）加熱実験 鬼板の粉砕試料 1 g をアルミナるつぼに入れ、300、500、700、900、1000、

1100°C の各温度で大気中、急熱急冷で 1 時間加熱し、加熱試料とした。これらの試料につい

て色測定、熱重量分析（TG-DTA）、XRD 測定、SEM および TEM 観察、STEM-EDX 分析を行

った。 

 

5.3.2 結果と考察 

5.3.2.1 鬼板未加熱試料のキャラクタリゼーション 

XRD 測定の結果（図 5-8）、鬼板の主構成相はゲーサイト（-FeOOH）であることが判った

（図中○）。-FeOOH は黄色であるので、試料の褐色は-FeOOH の存在に因る。その他には

わずかに SiO2（quartz、図中◆）が検出されただけであった。XRF による成分分析（半定量）

の結果（表 5-3）、Fe2O3が約 86.6 wt%で、この鉄分の割合は Manasse15)や Cavallo16)の報告した

イタリア北部のシエナの黄土（Fe2O3 成分 52.5–79.2 wt%）やベローナの黄土（Fe2O3 成分

74.67wt %）の値に近い。そのほか SiO2成分を 6.8 wt%, Al2O3成分を 5.1 wt%含んでいたが、

それ以外の成分は 1.0 wt%よりも少なく、不純物が少なかった。この結果は主成分が-FeOOH

で僅かな SiO2（quartz）が検出された XRD の結果と良く一致する。しかし、Al 成分を含む結

晶相は XRD では検出されておらず、Al 成分は微量な粘土鉱物、微粒子、または固溶した状

態で存在すると考えられる。 

SEM 観察（図 5-9）では 20–50 nm の球状粒子と 100–200 nm の棒状の粒子が多数確認され

た。棒状の粒子は工業用の-FeOOH とよく似ていたが鬼板試料の方が短くごつごつとした形

状であった。試料全体はほぼこれら球状粒子と棒状粒子で構成されていた。 

以上をまとめると、鬼板試料は次のような特徴を有していた。主成分は-FeOOH であり、
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わずかに SiO2（Quartz）を含んでいたが、Al 成分はどのように存在するのかは判らなかった。

そのほかの不純物は少なく、-FeOOH の純度が高いといえる。粒子形状は球状あるいはごつ

ごつとした短い棒状であった。 

 

5.3.2.2 鬼板加熱実験 

加熱温度毎の色測定の結果を図 5-10 に示す。300–1000°C までほぼ同様の色彩であった。拡

大してみると 900℃加熱試料がもっとも鮮やかであったが、いずれの試料も a* および b*値

が 22–24.5 の範囲内であった。古代ベンガラ試料が a* = 30, b* = 30, L* = 38 程度であったこと

を考慮すると、鬼板試料を加熱しただけでは古代ベンガラにはなりえないと考えられる。色

彩は粒子径および凝集粒子径に依存することが知られており 17, 18)、本試料では加熱温度が高

くなっても色彩が大きく変化しないことから、加熱による結晶粒子の成長、もしくは凝集が

あまり進んでいないと考えられる。 

鬼板試料について熱重量分析を行ったところ（図 5-11）、加熱による大きな変化は①100°C

付近、②300°C 付近、③1000°C 付近の 3 箇所であった。①100°C 付近の変化は物理吸着水の

脱離によるものと考えられる。後者 2 つの変化を同定するために、300、500、700、900、1000、

1100°C で加熱した試料の XRD 測定を行った（図 5-12）。300°C 加熱試料の XRD パターンで

は-FeOOH であった試料が-Fe2O3に変化していた。つまり、250–300°C で-FeOOH の脱水

による-Fe2O3への相変態が起きたと考えられる。700°C と 900°C の XRD パターンを比べる

と 900°C で急激にピークがシャープになっているのが判る。つまり③800°C 付近で結晶粒子

が急に粒成長したものと考えられる。1100°C の XRD パターンでは 2付近に SiO2

（cristobalite）のピークが出現したことから、④1000°C 付近での変化は SiO2（cristobalite）の

結晶化によるものと考えられる。それぞれの XRD パターンを比較すると-Fe2O3のピーク位

置が温度の上昇と共に高角度側にシフトしており、この結果は、格子定数の収縮を示唆して

いる。図 5-13 に 700°C から 1100°C までの加熱温度毎の-Fe2O3の格子定数変化を示す。a 軸

は 700°C から 1100°C の間で縮小する傾向を示した。c 軸では 700°C から 900°C では変化はな

いが、900°C から 1100°C にかけて縮小する傾向を示した。-Fe2O3の Fe3+サイトの一部を Al3+

が占有すると格子定数が縮小することが知られており 10, 19)、加熱によって Fe3+サイトへ Al3+

が置換した可能性が示唆された。 

色測定の結果、もっとも色が鮮やかで古代ベンガラ試料に比較的近いと判断された 900°C

加熱試料について、SEM および TEM により詳細な形態観察を行った。SEM 観察の結果（図

5-14）、900°C 加熱試料では未加熱試料と比べ、棒状粒子が減少したものの、大きく成長した

球状粒子はほとんど観察されなかった。TEM 観察（図 5-15）でも同様に棒状（50–100 nm）

もしくは球状の粒子（20–50 nm）が観察された。また，これらの粒子の多くに脱水孔が観察
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されるとともに（図 5-15b 矢印）、第 2 章でも述べたように粒子の間隙に非晶質相が存在して

いた（図 5-15c, d）。900°C の高温で加熱したにもかかわらず、粒子があまり粒成長しなかっ

たのは非晶質相が粒子同士の接触を防いだことと、XRD や熱重量分析の結果から考えて、Al

が-Fe2O3 結晶中に固溶するのに熱エネルギーが消費されたとことが原因であると考えられ

る 1)。XRD パターンの(024)面のピークの半価幅から加熱温度毎の結晶子サイズを算出したと

ころ、900 から 1100°C にかけて結晶子サイズが約 16 nm から 41 nm に変化した。これは後述

のリモナイト試料に比べ、小さい変化であるといえる。鬼板加熱試料の色があまり変わらな

かったのは粒成長がそれほど進まなかったためと考えられる。 

 なお、第 2 章で述べた通り、鬼板 900℃加熱試料は古代ベンガラに比べて色彩がくすんでお

り、球相当径も大きかったが、水簸処理によって古代ベンガラに近づいた。 

 

5.3.3 まとめ 

鬼板の主構成相は-FeOOH で Fe 成分を 86.6 wt%含有しており、SiO2（quartz）が共存して

いたがその他の夾雑物が少なかった。加熱すると両試料中の-FeOOH は 300°C 程度で-Fe2O3

に相転移し、900°C 程度で結晶性が良くなり、色彩も加熱試料中最も鮮やかになった。加熱

温度の上昇とともに Al が固溶し、結晶の格子定数はそれぞれ縮小した。加熱してもほとんど

粒成長が進まず、粒子径は小さいままであった。 

 

5.4 リモナイトからのベンガラ作製   

5.4.1 試料と実験方法 

阿蘇山中央火口丘の北側の阿蘇谷には、地中の鉄分の集積により褐鉄鉱層が形成され、そ

の鉱床は阿蘇市から 8 km 程の範囲に 8 か所存在する 20)。実験に使用した試料はその鉱床の中

の 1 つで現在も採掘され続けている阿蘇黄土（リモナイト、（株）日本リモナイト提供）であ

り（図 5-16a）、加熱すると赤くなる（図 5-16b）。鉱床の周りには多量のベンガラが出土した

湯ノ口遺跡（弥生後期）や下扇原遺跡（弥生後期）などの古代遺跡が多く点在し、リモナイ

ト採掘操業中（昭和 62 年）にも弥生時代のものと推定される丸木舟や鍬が発見されているこ

とから、周辺の遺跡にベンガラ原料を供給していた産地であると考えられている 21, 22)。 

上記の試料の（1）キャラクタリゼーションと（2）加熱実験を行った。なお比較試料とし

て工業用-FeOOH を使用した。また、2 章で述べたとおり赤鉄鉱と鬼板加熱材について水簸

処理を行ったところ、色彩及び粒子径が古代ベンガラ試料に近づいた。そこでリモナイトに

ついても赤鉄鉱や鬼板と同様の（3）水簸処理を行った。 

（1）キャラクタリゼーション  リモナイトを XRD、XRF、SEM、TEM、STEM、STEM-EDX

により詳細に分析した。加えて、誘導結合プラズマ発光分光分析（ICP-AES、SII Vista-PRO）
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によりリモナイト中の Si の定量分析を行った。試料約 50 mg を塩酸で溶解し蒸留水と合わせ

て 50 ml となるよう調整し ICP 分析を行った。また、示差熱-重量同時測定装置（TG-DTA, 

Thermo plus TG8120, Rigaku）により、リモナイトの熱重量分析を行った。試料約 90 mg をア

ルミナ容器に入れ、10°C/min の昇温速度で 26°C から 1200°C まで加熱した。 

（2）加熱実験  リモナイト 1.5 g をアルミナるつぼに入れ、大気中で 1 h 急熱急冷で 300、500、

700、900、1000°C の温度で加熱し、加熱試料を色測定、XRD、XRF、SEM、TEM、STEM、

SQUID-VSM、ICP および窒素吸着法で詳細に分析した。 

（3）水簸処理実験  リモナイト粉砕試料 3 g と蒸留水 500 ml をビーカーに入れ，超音波槽で

10 分間撹拌して十分に分散させた後、1 時間静置し上澄み液を吸引ろ過した。含水試料を自

然乾燥し、得られた粉末を乳鉢で軽くほぐして水簸試料とした。 

 

5.4.2 結果と考察 

5.4.2.1 リモナイトのキャラクタリゼーション 

表 5-4 に XRF の半定量結果を示す。リモナイトの主要構成元素は Fe2O3で 89.4 wt%を占め

ており、その他には僅かに SiO2（5.9 wt%）、CaO（1.1 wt%)、P2O5（1.1 wt%）などを含むのみ

であった。Manasse15）の報告によると、イタリア北部のシエナで産出される-FeOOH を主成

分とした黄土（シエナ土）の SEM-EDS 分析の結果は Fe2O3が 52.5–79.2 wt%であり、Cavallo16)

の報告では同じくイタリア北部のベローナで産出される黄土は XRF 分析で Fe2O3が多いもの

で 74.67wt %であった。これらと比較しても本研究で用いたリモナイト試料は Fe 成分が多く

含まれており、特に、黄褐色の天然顔料「シエンナ」の名前の起源となったシエナの黄土よ

りも本試料の方が Fe 濃度は高いことは興味深い。XRD 測定の結果（図 5-17）、リモナイトの

主構成相は-FeOOH（goethite）で、僅かに CaF2（fluorite）が含まれていた。XRF で検出され

た Ca は主に CaF2由来であると考えられる。また、XRF で約 6 wt%もの Si が含まれているも

のの、XRD において SiO2 等の結晶相が検出されなかったことから、Si は非晶質相もしくは

-FeOOH の結晶格子中に固溶していると考えられる。リモナイト中の-FeOOH の格子定数

は a = 0.4611±0.0003 nm、b = 0.9981±0.0025 nm、c = 0.3024±0.0002 nm であり、純粋な-FeOOH

（a = 0.4608 nm、b = 0.9956 nm、c = 0.3022 nm、PDF 00-029-0713(ICDD, 2009)）と比較して全

ての軸長がわずかに伸長していた。Si4+が-FeOOH の Fe3+のサイトに置換しているとすれば、

Si4+はイオン半径が Fe3+よりも小さいため、格子定数は縮むと考えられるが、結晶格子の隙間

に固溶した場合、結晶格子は伸長すると考えられる。本試料では全ての軸長が伸びていたた

め、後者の可能性を考えている。 

ICP による Si の定量分析結果を表 5-5 に示す。ICP 分析では試料を溶解するために塩酸を

用いている。Si が SiO2 の形で存在し-FeOOH の結晶格子中に固溶していない場合は、SiO2
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は溶け残り ICP で検出されないと考えられる。Si が-FeOOH の結晶格子中に固溶している場

合は、-FeOOH の溶解とともにシリケートイオンが溶出し、ICP で検出されると考えられる。

ICP 分析の結果、リモナイトから 3557 ppm の Si が検出されたことから Si は-FeOOH の結晶

格子中に固溶していると考えられる。さらに、SiO2 が低結晶もしくは非晶質相で存在する可

能性を考慮し、あらかじめその成分を塩基処理（2–10 mol/L NaOH）により溶解、除去した後

に、試料を塩酸に溶解し ICP 分析を行った。その結果、試料から 3587 ppm の Si が検出され、

塩基処理前後でほとんど変化が見られなかった。以上の XRD による格子定数の結果と ICP

分析の結果から、Si は-FeOOH の結晶格子中に固溶している可能性が高いと考えられる。 

図 5-18 に SEM による粒子の形態観察の結果を示す。リモナイトは針状粒子が強く凝集し

て、大きな凝集塊を形成していることがわかった（図 5-18a）。一般的な工業-FeOOH（図 5-18c, 

d）と比較すると、工業-FeOOH の針状粒子が長さ 200–700、幅 100–200 nm であるのに対し、

リモナイトは長さ 100–300 nm、幅 10–20 nm であり、小さい針状粒子であることが判った。

この微細な針状粒子が凝集して数m の凝集塊を形成していた。粒子が小さかったため、TEM

でより詳しく観察した（図 5-19）。工業-FeOOH の針状粒子は更に小さい針状の粒子が筏状

に並んだような幅 50 nm ほどの薄い板状であったが（図 5-19b）、リモナイトはごつごつした

幅数 nm の棒状であり、それらが集まって幅 20 nm 程度の板状、あるいは大きな団塊を形成

していた（図 5-19d）。このような微細な-FeOOH は Manasse ら 15)によるシエナ土の TEM 観

察でも報告されており、天然の-FeOOH の特徴であると考えられる。STEM-二次電子像（図

5-19e）では板状になった粒子に無数の孔があいている様子も確認された（図 5-19e 矢印）。SEM

では工業-FeOOH よりもサイズの小さい針状粒子にしか見えなかったが、TEM 観察によっ

てリモナイトは工業-FeOOH とは大きさだけでなく微細構造も異なっていることが判った。

また STEM-EDX でリモナイトの元素マッピングを行ったところ、Si は弱いながらも Fe およ

び O の分布と同様に一様に広がっており（図 5-20）、表面に吸着しているか結晶格子内部に

存在していると考えられる。XRD の格子定数および ICP 分析の結果と合わせて考えると、リ

モナイトに含まれる-FeOOH の結晶格子中には僅かに Si が固溶していると判断される。 

以上をまとめると、リモナイトは次のような特徴を有していた。 

(1) 主成分が-FeOOH で僅かに土壌由来成分を含み、-FeOOH の結晶格子中に Si が固溶し

ている。 

(2) 針状粒子であるが工業-FeOOH よりも微細で、幅数 nm、長さ 100–300 nm で、それらが

凝集して数m の凝集塊を形成している。 

 

5.4.2.2 リモナイトの加熱実験 

各加熱試料の色測定結果を図 5-21 に示す。工業ベンガラと比較するとくすんではいるが、
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L*a*b*値がバランス良く高く、最も鮮やかな色彩であったのは 900°C 加熱試料（L* = 31.6，

a* = 22.9，b* = 19.1）であった。1000°C 加熱試料は L* = 32.0 で 900°C 加熱試料よりも若干

高い値を示したが、a*値および b*値が低く、総合的にはくすんだ色調であった。300–800°C

加熱試料の色彩はいずれも L* = 26–28 であり、a*値と b*値がそれぞれ 20 と 15 付近で、似た

ような色調であった。色測定の結果から考えるといずれの試料も古代ベンガラの色調には及

んでいないため、古代人はベンガラの色調を向上させるために加熱以外の操作（水簸）を行

ったと考えられる。これについては後述する。 

図 5-22 にリモナイトの TG-DTA 曲線を示す。TG 曲線には 100、300、1000°C 付近に大きな

重量減が見られ、同様の温度で DTA 曲線に吸熱ピークが確認された。100°C 付近の重量減お

よび吸熱ピークは物理吸着水の脱離によるものと考えられる。後者 2 つの変化を同定するた

めに、300、500、700、900、1000°C で加熱した試料の XRD 測定を行った（図 5-23）。加熱前

は-FeOOH であったリモナイトが 300°C の加熱で-Fe2O3 に相変態した。つまり、TG-DTA

で見られた 300°C 付近の熱重量変化は-FeOOH から-Fe2O3 への相変態によるものであると

考えられる。1000°C 加熱試料では 900°C 加熱試料で見られなかった SiO2（cristobalite）が検

出されたことから、TG-DTA における 900°C 付近に見られる変化は SiO2（cristobalite）の結晶

化によるものと考えられる。 

加熱試料の XRD の回折ピークが 900°C で急激にシャープになっていた。(012)、(104)、(024)

面の半価幅の変化は 300–700°C までよりも、700–900°C で急激な変化を示した（図 5-24）。つ

まり、この温度域で-Fe2O3の結晶粒子の成長が急激に進んだと考えられる。また、300–700°C

までは(110)面の半価幅が不自然にシャープであるが、900°C 以上では他の回折ピークと同じ

程度の半価幅となった。古代ベンガラは 900°C 以上の XRD パターンと類似しており、古代人

がリモナイトをベンガラの原料としていたとすると、900°C 以上の熱をかけていたことにな

る。 

各加熱試料中の-Fe2O3 の格子定数の変化を図 5-25 に示す。温度によらず a 軸はほとんど

変化しなかったものの、c 軸は加熱温度の上昇とともに縮小していた。リモナイトの加熱試

料に含まれる-Fe2O3 の格子定数が伸長しているのは Si が-Fe2O3 の結晶格子中に固溶して

いるためと考えられる。そこで、これを検証するために各加熱試料の Si 量を ICP で評価し

た（図 5-26）。Si が-Fe2O3に固溶していれば、塩酸で-Fe2O3を溶解して Si 量を測定する ICP

分析では Si が多く検出され、Si が-Fe2O3 に固溶せずにシリケートとして存在していれば、

塩酸に不溶なシリケートは溶け残り ICP 分析では Si がほとんど検出されないと考えられる。

ICP 分析の結果、加熱処理温度の上昇に伴い Si 量は減少した。つまり、加熱処理温度の上昇

と共に-Fe2O3 への Si の固溶量が少なくなり、Si が-Fe2O3 と相分離したと考えられる。そ

の結果、c 軸長が縮小したと推察される。900°C までは相分離した Si は非晶質シリケートと
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して存在し、1000°C 以上の高温で Si は SiO2（cristobalite）へと結晶化すると考えられる。 

 

5.4.2.3 リモナイト加熱試料の形態観察

各加熱試料の TEM 像を図 5-27 に示す。比較として工業用-FeOOH を同じ温度で加熱し

た試料の TEM 像を図 5-28 に示す。500°C までは出発物質であるリモナイトの針状を維持し

ていたが、700°Cにおいて僅かに針状粒子は確認されるものの針が丸まって粒状の微粒子（約

16 nm）に変化している様子が確認された。900°C では微粒子同士が焼結し粒成長し大きな

球状粒子（約 20–100 nm）となり、棒状粒子はほぼ観察されなかった。1000°C になると-Fe2O3

粒子は更に大きく成長し 500 nm 以上の球状粒子となった。工業用-FeOOH では 700°C で針

状が球状粒子に分かれ、900°C では球状もしくはそれらが連なった形状となっており、スケ

ールはちがうものの、概ねリモナイトと工業用-FeOOH では同様の変化が観察された。針

状粒子内に頻繁に観察された脱水孔（図 28a–d）は、リモナイトの加熱試料では 900°C 加熱

試料で観察された。 



5.4.2.4リモナイト加熱試料の磁気特性

-Fe2O3の物性の中で最も重要な物性の一つである磁気特性をSQUID-VSMで評価した結果

を図 5-29 に示す。比較として工業-FeOOH の加熱材の評価も行った（表 5-6）。リモナイト

の加熱試料は 300°C 以上で-Fe2O3の単一相となるが 700°C までは室温と 10 K において反強

磁性的 MH 曲線を示し、モーリン転移を示さなかった。900°C になると室温で保磁力が確認

され寄生強磁性的挙動を示すと共に 230 K 付近でモーリン転移を示したが、純粋な-Fe2O3の

モーリン転移温度（260 K）よりも 30 K 程度低温側にシフトしていた。1000°C 加熱試料では

室温で大きな保持力を示し、モーリン転移温度は 250 K 付近となり、純粋な結晶性の高い

-Fe2O3と同様の挙動を示した。一方、工業-FeOOH も同様に 300°C 以上で-Fe2O3の単一相

となるにもかかわらず 300°C 加熱処理ではモーリン転移は確認されなかった（表 5-6）。しか

し、500°C で 190 K、700°C で 243 K、900°C で 251 K にモーリン転移が確認された（表 5-6）。

つまり、XRD で-Fe2O3 の単一相になっていてもモーリン転移が確認されない現象はリモナ

イトの加熱処理材に特有の現象というよりは、-FeOOH を加熱処理して生成した-Fe2O3 に

特有の現象であると考えられる。 

モーリン転移が消失する理由は 3 つ挙げられる 23, 24)。格子の歪み、微粒子化（約 20 nm）、

そして不純物元素の固溶である。工業-FeOOH を加熱処理して得られた-Fe2O3 の格子定数

は 300°C では PDF ファイルの値よりも僅かに伸長しているものの、他の加熱温度ではほぼ変

化が無かった（図 5-30）。不純物元素もほとんど入っていないため、工業-FeOOH を加熱処

理して得られた-Fe2O3 でモーリン転移が消失した原因は微粒子化によるものと考えられる。
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Pomiès ら 25)の TEM 観察によると、-FeOOH が-Fe2O3に変化する際、まず脱水により微細

な孔が針状粒子中に形成され、その孔が温度の上昇とともに大きくなり、針状形態は孔の広

がりとともに崩壊し、その破片が球状粒子となる。この結果を鑑みると、-FeOOH の針状が

-Fe2O3 に変化する過程で崩壊し、微粒子となったため-Fe2O3 となってもモーリン転移を起

こさなかったと推測される。高温ではその微粒子が焼結し大きくなることにより、モーリン

転移を起こす程度の大きさの-Fe2O3結晶粒子になったため、高温焼成ではモーリン転移が起

こったと考えられる。しかしながら、微粒子であることが原因であるならば室温で超常磁性

を示していない点は気がかりである。 

工業-FeOOH とリモナイトの大きな相違点は Si の固溶に起因する格子定数の違いと粒子

サイズの違いである。リモナイトの加熱試料では、数 nm の微粒子の存在が TEM 観察により

明らかとなっている。700°C 加熱試料では針状の粒子と微粒子が混じっており、TEM 像から

平均径を測定できないため、表面積から球相当径を算出し（表 5-7）、全ての加熱試料で比較

した。その結果、リモナイト加熱試料は 700°C 加熱試料までは球相当直径が 20 nm であるが、

900°C 加熱試料では 93 nm であった。つまり、700°C まではほぼモーリン点が消失するとされ

る粒子径であることが判った。また、ICP でも 900°C 加熱試料では Si がほとんど含まれなか

った。モーリン転移を起こす試料の加熱温度が工業-FeOOH よりもリモナイトで高温側にシ

フトし、900°C 加熱試料にならないと検出されないのはこれらのどちらか、もしくは両方に

起因するものと考えられる。 

 

5.4.2.5 水簸処理実験  

 図 31 に水簸処理前後のリモナイト 900°C 加熱試料の色測定結果を示す。鮮やかさが飛躍的

に向上し、古代ベンガラよりも鮮やかとなり、工業ベンガラに近い値となった。また水簸処

理前後の SEM 像（図 5-32）を比較すると、大きな粒子及び凝集粒子が沈殿し、小さな粒子が

上澄みに残ったことが判る。比表面積からの球相当径の値も水簸前が 92.6 nm であったのに

対し、水簸後では 29.5 nm と大幅に減少し、古代ベンガラ中で最も球相当径の小さかった下

扇原遺跡住居址から出土した試料 B（27 nm）に近づいた。水簸処理によって粒子径が小さく

なり、その結果鮮やかな色彩になったことが判る。 

 

5.4.3 まとめ 

以上の結果から，リモナイトの特徴とリモナイトの加熱試料の特徴が明らかとなった。主

な特徴を以下に示す。  

1）リモナイトの特徴：リモナイトの主成分は-FeOOH であり、僅かに CaF2を含み、リモナ

イトに含まれる-FeOOH の結晶格子中には僅かに Si が固溶している判断された。その粒子形
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状は数 nm×100 nm の微細な針状粒子で、工業-FeOOH よりも微細であり、それらが凝集し

て数m の凝集塊を形成していた。 

2）リモナイト加熱試料の特徴：300°C 以上の加熱試料は全て-Fe2O3 の単一相であったが、

800°C までは，XRD の(110)面の半価幅が不自然に鋭く通常の-Fe2O3e や古代ベンガラ試料と

は様相を異にしていた。900°C 以上の加熱試料は通常の-Fe2O3 と同様の XRD パターンを示

した。300°C では-Fe2O3の結晶格子中に僅かに Si を含んでいたが、加熱処理温度の上昇と共

に Si が非晶質シリケートとして-Fe2O3と相分離した。300–700°C までは数 nm の粒子と針状

粒子が存在し、-Fe2O3ではあってもモーリン転移を示さないが、900°C になると 100 nm 程

度の球状粒子となり、モーリン転移を示した。 

3）水簸処理の結果、加熱処理だけでは古代ベンガラには及ばなかった色彩が鮮やかになり、

古代ベンガラよりも鮮やかになった。また球相当径も小さくなり、古代ベンガラ試料に近づ

いた。 

 

5.5 結言 

本章では、古代でベンガラの原料として使用されてきたと考えられる赤鉄鉱およびオキシ

水酸化鉄を用いたベンガラの作製技術に迫るため、天然に産出する赤鉄鉱、天然に存在する

オキシ水酸化鉄である鬼板、リモナイトを用いてベンガラを作製し、これらの原材料からど

のようなベンガラを作製できるのか、詳細に検討した。 

赤鉄鉱は工業ベンガラや古代ベンガラ試料と比較してかなりくすんだ色であったが、Fe 成

分は 91 %程度で、格子定数も純粋な-Fe2O3と同程度であり、純粋な-Fe2O3であると考えら

れた。粒子形態は 10–20 nm の球状粒子と紡錘形の粒子、平均粒子径 5.4 nm の超微粒子も存

在した。さらに 300 nm–1 m の板状粒子や、粘土鉱物と考えられる粒子も存在することが特

徴的であった。 

鬼板試料の主構成相は-FeOOH で Fe 成分を 86.6 wt%含有しており、SiO2（Quartz）が共存

していたがその他の夾雑物が少なかった。加熱すると 300°C 程度で-Fe2O3に相転移し、900°C

程度で結晶性が良くなり、色彩も加熱試料中最も鮮やかになった。加熱温度の上昇とともに

Al が固溶すると考えられ、また加熱してもほとんど粒成長が進まず、粒子径は小さいままで

あった。 

リモナイトの主成分は-FeOOH であり微細な針状粒子であった。また僅かに CaF2 を含ん

でいた。リモナイトに含まれる-FeOOH の結晶格子中には僅かに Si が固溶していると考えら

れた。加熱すると 300°C 以上でとなった。-Fe2O3の結晶格子中にも僅かに Si を含んでいた

が，加熱処理温度の上昇と共に Si が非晶質シリケートとして-Fe2O3 と相分離した。低温加

熱では-Fe2O3ではあってもモーリン転移を示さないが、900˚C になるとモーリン転移を示し
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た。 

赤鉄鉱、鬼板、リモナイトから作製したベンガラは以上のような特徴を有することが明ら

かとなった。またそれぞれの試料は水簸処理の結果、加熱処理だけでは古代ベンガラには及

ばなかった色彩が鮮やかになり古代ベンガラに近づいた。このことからも古代ベンガラはこ

うした天然鉱物を原料としたものと考えられる。なお、古代ベンガラとの詳細な比較は次章

にて述べる。 
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図 5-1 赤鉄鉱試料の外観写真。

図  5-2 赤鉄鉱試料と古代ベンガラの色測定結果。  (a) 工業ベンガラ（100ED）の
写真 。(b) 赤鉄鉱粉末試料の写真。 

73



図  5-3  XRD パターン指数はa-Fe2O3  。(a) 赤鉄鉱試料。(b) 工業ベンガラ（100ED）。

   （wt%）
 Fe2O3  MgO Al2O3  SiO2  P2O5 SO3 K2O CaO TiO2  Cr2O3 MnO  CuO ZnO As2O3 

赤鉄鉱 91.3 - 2.2 2.9 0.8 - 0.1 0.2 - 0.1 - 0.1 0.1 2.3
工業ベンガラ 97.8 - 0.6 0.5 - 0.9 - - - - 0.1 - - -

表  5-1 赤鉄鉱試料の成分分析結果（XRF, 酸化物換算）。 

0 2 4 1 1 6 2 1 4 

赤鉄鉱
2 θ 49.448 54.051 62.427 

半価幅 0.177 0.214 0.192 
結晶子サイズ 66 43 49 

工業ベンガラ
2 θ 49.442 54.043 62.426 

半価幅 0.218 0.216 0.217 
結晶子サイズ 43 38 35 

表  5-2 赤鉄鉱と工業ベンガラの半価幅と結晶子サイズ 。 
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図  5-4  赤鉄鉱試料 (a) と工業ベンガラ（100ED）  (b) の SEM 像。挿入図は拡大像。

図  5-5 赤鉄鉱試料の TEM 像 。(a) 様々な形、大きさの粒子が 混在している。(b) 
球状粒子の他に紡錘形の粒子（矢印） が存在する。(c) 微粒子部。 (d) 微粒子部の
高分解能像 格子縞が観察でき、結晶であることが判る。
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図  5-6 赤鉄鉱試料の STEM-EDX マッピング像。(a) TEM 明視野像。矢印は粘土鉱
物と考えられる粒子。(b) STEM-HAADF 像 。(c) Fe のマッピング像 。(d) Al のマッ
ピング像 。(e) Si のマッピング像 。(f) Fe, Al, Si を重ね合わせた像。
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図  5-7 鬼板試料外観写真 。

図  5-8 鬼板試料の XRD パターン。 
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図  5-9 鬼板試料の SEM 像。 (a) 低倍率像。球状の粒子と棒状の粒子が観察できる。 
(b) 拡大像。 

      （wt%）
 Fe2O3 Al2O3  SiO2 SO3 K2O      TiO2 MnO

鬼板 86.6 5.1 6.8 0.7 0.2 0.2 0.4 
工業ベンガラ 97.8 0.6 0.5 0.9 - - 0.1

表  5-3 XRF による鬼板試料の成分分析 半定量値 （酸化物換算）。 

図  5-10 各鬼板加熱試料、古代ベンガラ工業およびベンガラの色測定結果。 挿入
図は a*, b* の 22 から 25 までの拡大図。 
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図  5-11 鬼板試料の TG-DTA 結果。

図  5-12 鬼板試料の加熱温度ごとの XRD パターン。 (a) 300℃。 (b) 500℃。
 (c) 700℃。 (d) 900℃。 (e) 1000℃。(f) 1100℃。
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図  5-14 鬼板 900℃加熱試料の SEM 像。 (a) 球状粒子と一部棒状の粒子が観察で
きる。 (b) 拡大像。 

図  5-13 鬼板試料の温度ごとの格子定数変化。  
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図  5-15 鬼板 900℃加熱試料の TEM 像。(a) 球状粒子のほか矢印部に棒状粒子が
存在する。(c) 粒子の間隙に非晶質相が存在する（○部分）。 （d) (c) の○部分の高
分解能像 格子縞は観察出来ず、非晶質であることがわかる。
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(wt %)
    Fe2O3 MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 CaO TiO2

リモナイト 89.4 0.8 0.6 5.9 1.1 0.9 1.1 0.1 

図  5-16 リモナイト試料外観写真。 (a) 粉砕前の塊。 (b) 小塊のまま900℃で加熱し、
赤変したリモナイト。

表  5-4 XRF によるリモナイト試料成分分析 半定量値 （酸化物換算）。  
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(ppm)
limonite 3557.0 
塩基処理 2mol/L 3296.4 
延期処理 10mol/L 3587.0 

表  5-5 ICP 分析によるリモナイト試料中の Si 量。 

図  5-17 リモナイト試料と工業用 a-FeOOH の XRD パターン。 (a) リモナイト。
 (b) 工業用 a-FeOOH 。                                                        
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図  5-18 リモナイト試料 (a,b) および工業用 a-FeOOH (c,d) の SEM 像。

図  5-19 工業用 a-FeOOH(a, b) およびリモナイト試料 (c, d, e) の TEM 像。 矢印の部分
に孔が存在する。

84



図  5-20 リモナイト試料の STEM-EDX マッピング像。 (a) 二次電子像。 (b) STEM-
HAADF 像。 (c)Fe のマッピング像 。(d) O のマッピング像。(e) Si のマッピング像。

図  5-21 リモナイトの各温度での加熱試料と古代ベンガラの色測定結果。
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図  5-22 リモナイト試料の TG-DTA 曲線。

図  5-23 リモナイトの加熱温度ごとの XRD パターン。 (a) 未加熱試料。 (b) 300℃ 
加熱試料。(c) 500℃加熱試料。 (d) 700℃加熱試料。(e) 900℃加熱試料。
(f) 1000℃加熱試料。
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図  5-24  リモナイト試料の加熱温度ごとの結晶子サイズの変化。

図  5-25 リモナイト試料の加熱温度ごとの格子定数変化。赤が a 軸 , 青が c 軸の変
化を示す。

(nm)
hkll lim300 lim500 lim700 lim900 lim1000

1 1 6 7.89 7.66 10.14 25.68 73.37 
1 0 4 4.54 5.69 10.20 29.36 70.03 
1 1 0 14.35 14.78 16.41 33.53 70.83 
0 1 2 5.00 6.09 9.30 28.54 76.01 
0 2 4 4.43 5.34 8.02 25.79 68.48 

4.00 

14.00 

24.00 

34.00 

44.00 

54.00 

64.00 

74.00 

lim300 lim500 lim700 lim900 lim1000

1 1 6

1 0 4

1 1 0

0 1 2

0 2 4
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図  5-26 ICP 分析によるリモナイト試料の加熱温度ごとの Si 量。 
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図  5-27 リモナイト試料の加熱温度ごとの TEM 像。 (a) 未加熱試料。 (b) 300℃
加熱試料。(c) 500℃加熱試料。 (d) 700℃加熱試料。(e) 900℃加熱試料。(f) 
1000℃加熱試料。

図  5-28 工業用 a-FeOOH の加熱温度ごとの TEM 像。 (a) 未加熱試料。 (b) 300℃
加熱試料。(c) 500℃加熱試料。 (d) 700℃加熱試料。(e) 900℃加熱試料。
(f) 1000℃加熱試料。
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図  5-29 リモナイト試料の加熱温度ごとの VSM 測定結果。10K および 300K にお
ける M-H 曲線と M-T 曲線。 (a) (b)700℃加熱試料。 (c)(d) 900℃加熱試料。 (e)(f) 
1000℃加熱試料。
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表  5-6  リモナイト試料および a-FeOOH の加熱温度毎のモーリン転移温度。

図  5-30 工業用 a-FeOOH の加熱温度ごとの格子定数変化。赤が a 軸 , 青が c 軸の
変化を示す。

球相当直径 (nm)
未加熱試料 23.7 

300 ℃ 7.5 
500 ℃ 10.1 
700 ℃ 20.3 
900 ℃ 92.6 

1000 ℃ 1251.5 

(K)
a-FeOOH リモナイト

300℃ なし なし
500℃ 190 なし
700℃ 243 なし
900℃ 251 228

1000℃ - 253

表 5-7 リモナイト試料の加熱温度ごとの球相当径。
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図  5-31 リモナイト 900℃加熱試料および水簸試料、古代ベンガラ試料の色測定
結果。

図  5-32  リモナイト 900℃加熱試料の水簸前後の SEM 像。(a) 水簸前。(b) 水簸後。
(c) 沈殿。
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第 6 章 ベンガラ作製技法の検討 

 

6.1 緒言 

前章までに古代遺跡（下扇原遺跡と室宮山古墳外堤住居址）から出土したベンガラの詳細

なキャラクタリゼーションを行いその特徴を明らかとした。簡単にその特徴をまとめると以

下のようになる。即ち、①直径 10 nm 以下の超微粒子の存在、②非晶質アルミノシリケート

の存在、③粘土鉱物の混入、④モーリン転移の消失である。また、第 5 章において古代ベン

ガラの原料候補として天然鉱物を考え、赤鉄鉱、鬼板、リモナイトから各々ベンガラを作製

しキャラクタリゼーションを行った。また、作製した天然鉱物ベンガラは色彩が鮮やかでな

かったため、水簸を行いその色彩を向上させた。天然鉱物ベンガラの特徴を以下に簡単に示

す。即ち、①直径 10 nm 以下の超微粒子の存在、②非晶質アルミノシリケートの存在、③粘

土鉱物の混入である。 

このように古代ベンガラと天然鉱物ベンガラを簡単に比較しただけでも多くの共通点が見

られるため、本章では赤鉄鉱（図 6-1d）、鬼板加熱試料とリモナイト加熱試料それぞれの中で

最も色が鮮やかであった鬼板 900°C 加熱試料（鬼板 900，図 6-1e）とリモナイト 900°C 加熱

試料（リモナイト 900，図 6-1f）を古代ベンガラと比較し古代ベンガラの作製技法について

検討した。 

古代ベンガラは第 2 章から第 4 章でキャラクタリゼーションを行った下扇原遺跡出土ベン

ガラ試料 B（下扇原 B, 図 6-1a）、試料 K1（図 6-1b）、室宮山古墳外堤住居址出土ベンガラ試

料（室宮山，図 6-1c）である。特に色彩、成分（XRF）、構成相（XRD）、粒子形態（SEM、

TEM）、球相当径、磁気特性の観点から検討を行った。必要に応じて吹屋ベンガラ（6-1g）、

合成-Fe2O3（6-1h）、工業ベンガラ（100ED）（図 6-1i）との比較も行った。実験方法と分析

方法は第 2 章から 5 章に準ずる。 

 

6.2 古代ベンガラ試料と天然鉱物から作製した試料の比較 

6.2.1 色彩の比較 

図 6-2 に色測定結果を示す。古代ベンガラは a* = 23–28、b* = 24–27、L* = 35–38 の範囲で

あった。また b*/a*の値も 0.9–1.1 でオレンジ色に近い色調であった。天然鉱物から作製した

ベンガラは全て古代ベンガラよりも L*、a*、b*値が低かった。天然鉱物ベンガラの中で最も

古代ベンガラの色調に近かったのは鬼板 900（a* = 23.4, b* = 24.0, L* = 33.4）であった。b*/a*

の値も鬼板 900 は 1.0 であり、古代ベンガラに近かった。一方、赤鉄鉱とリモナイト 900 は

b*値が特に低く b*/a*は 0.8 であり、古代ベンガラの色調とは遠かった。この結果は、赤鉄鉱

は単に粉砕するだけでは、リモナイトは単に加熱するだけでは、古代ベンガラと同様の色調
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にはならないということを示している。つまり古代ベンガラの作製時に粉砕や加熱以外の何

か一手間をかけていると考えられ、本研究ではその一手間を、第 2 章と 5 章で述べたとおり

水簸処理と考えている。 

 

6.2.2 成分の比較 

表 6-1 に古代ベンガラと天然鉱物ベンガラそれぞれの XRF 分析結果（半定量値、酸化物換

算）を示す。古代ベンガラでは、下扇原 B と室宮山で Fe2O3がそれぞれ 93 wt%、92 wt%で、

成分のほとんどが Fe2O3であるのに対し、下扇原 K1 は約 75 wt%とやや低い値であった。Al2O3

と SiO2の値に注目すると、下扇原 B と室宮山の Al2O3と SiO2の値はそれぞれ約 2 wt%と約 4 

wt%であり、よく似ており、下扇原 K1 は Al2O3と SiO2が 7.7 %と 14.1 wt%で多かった。下扇

原 B と室宮山は Fe2O3の純度が非常に高いことが大きな特徴ある。下扇原 B と室宮山に最も

近いのは赤鉄鉱とリモナイト 900 であり Fe2O3が共に約 91 wt%であった。赤鉄鉱の Al2O3と

SiO2の値は約 2 wt%と約 3 wt%であり、下扇原 B や室宮山に近かった。鬼板 900 は Fe2O3の純

度がやや低く SiO2や Al2O3が比較的多く、下扇原 B や室宮山と下扇原 K1 との中間程度であ

った。以上をまとめると、古代ベンガラは高純度 Fe2O3ベンガラ（下扇原 B と室宮山）と低

純度 Fe2O3ベンガラ（下扇原 K1）に大別でき、天然鉱物ベンガラでは、赤鉄鉱とリモナイト

900 は高純度 Fe2O3ベンガラに、鬼板 900 は中純度 Fe2O3ベンガラに位置づけられる。XRF の

分析のみではベンガラの大まかな分類はできるものの作製技法に迫れるまでの情報を得るこ

とは困難であると言える。 

 

6.2.3 構成相の比較 

図 6-3 に古代ベンガラと天然鉱物ベンガラの XRD パターンを示す。いずれも主構成相は

-Fe2O3 であった。古代ベンガラや鬼板試料では SiO2（quartz）が微量に検出された。下扇原

B は工業ベンガラに引けを取らないほど高純度の-Fe2O3であった。下扇原 K1 と室宮山では

-Fe2O3の他に僅かに-Fe2O3（maghemite）が検出された。天然鉱物ベンガラでは-Fe2O3は全

く検出されなかった。天然鉱物ベンガラは、赤鉄鉱以外は大気中の加熱で作製したため、

-Fe2O3が生成しなかったと考えられる。というのも-Fe2O3の生成には加熱中の雰囲気が非常

に重要だからである。-Fe2O3は一般的に Fe3O4（magnetite）を低温加熱すると生成する 1)。Fe3O4

は-Fe2O3を還元雰囲気で加熱すると生成する 1)ので、天然鉱物を加熱する際に一時的に還元

雰囲気になれば Fe3O4 が生成し、-Fe2O3 も生成すると考えられる。これを検証するために、

代表的にリモナイトを還元雰囲気で加熱した。ここでは還元材としてアセチレンブラックを

用いた。 

図 6-4 にリモナイトにアセチレンブラックを 10 wt%混ぜ、900°C 加熱した試料の XRD パタ
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ーンを示す。主生成相は-Fe2O3 であるが、僅かに-Fe2O3 が生成していることが判る。同じ

原料を用いても加熱時の雰囲気が異なると-Fe2O が生成することを実験的に検証した。日本

で登り窯が登場する 5 世紀以前の古代、特に縄文、弥生時代では加熱方法は野焼きであった

と考えられる。野焼きの一例 2)を図 6-5 に示す。薪や覆いに使用する稲藁が炭化して還元材と

して働き、還元雰囲気が作られた可能性は非常に高い。つまり、古代ベンガラで-Fe2O が存

在することは、古代人がベンガラを作製する際に加熱を行ったことやベンガラが一部還元雰

囲気に晒されていたことを示唆する指紋となる。下扇原 K1 と室宮山の試料は加熱された可能

性が高いということである。さらに、古代ベンガラはいずれも XRD のピークがシャープであ

り、鬼板やリモナイトのような-FeOOH を主成分とする天然鉱物で作製したとすると、900°C

以上の熱履歴を経ていると考えられる。 

 

6.2.4 粒子形態の比較 

図 6-6 に各試料の SEM 像を示す。古代ベンガラ試料（図 6-6a–c）および天然鉱物から作製

したベンガラ試料（図 6-6d–f）はいずれの試料も、吹屋ベンガラ（図 6-6g）や工業ベンガラ

（図 6-6h）、合成-Fe2O3（図 6-6i）の揃った球状とは異なり、多種多様な粒子形態と大きさ

であった。古代ベンガラ試料は天然鉱物から作製したベンガラに比べて小さい粒子が多い印

象を受けるが、古代ベンガラと天然鉱物ベンガラは形態がよく似ていた。この結果は、古代

ベンガラが近代のベンガラ合成方法 3)とは全く異なる手法をとっており、遺跡周辺で採掘さ

れる鉄分を多く含む天然鉱物に何等かの処理を施してベンガラを合成していた可能性を支持

する。 

図 6-7 に各試料の TEM 像を示す。SEM 像では古代ベンガラと天然鉱物ベンガラはほとん

ど同じように見えたが、TEM 観察ではそれぞれ特徴が異なっていることが判った。図 6-8 に

古代ベンガラと天然鉱物ベンガラの高分解能 TEM 像を示す。古代ベンガラ間でも特徴の違い

は多数見られたが、古代ベンガラに共通する大きな特徴は、10 nm を下回るほどの超微粒子

の-Fe2O3存在（図 6-8a, b）と非晶質アルミノシリケート相の存在（図 6-8d ,e）である。-Fe2O3

の微粒子は加熱によって容易に粒成長することから、古代ベンガラに-Fe2O3ナノ粒子が存在

する事実は、古代ベンガラが単純な加熱処理のみで作製されたわけではないことをほのめか

している。非晶質シリケート相は、ベンガラの原料に元来含まれていたか作製段階でのコン

タミネーションか、あるいは長い年月をかけて土中において生成されたものであるのかはわ

からない。当然のことながら当時とは全く異なる作製方法で得られた工業ベンガラ、吹屋ベ

ンガラ、合成-Fe2O3には、このような特徴は全く見られない。 

その他にも下扇原 K1 からは針状粒子（図 6-9a）が稀に観察され、数 10 nm 程度の-Fe2O3

粒子内に脱水孔（図 6-9b）が多数確認され、特徴的な形態や脱水孔が見られた。また、室宮
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山では板状の粘土鉱物（特に雲母鉱物）が頻繁に観察された（図 6-9c）。このような古代ベン

ガラに特徴的な形態は、全てではないにしろいくつか天然鉱物ベンガラ試料でも観察された。

赤鉄鉱には 10 nm 以下の超微粒子-Fe2O3（図 6-8c）が多数観察され、鬼板 900 では非晶質相

（図 6-8f）が観察された。鬼板 900 とリモナイト 900（図 6-9d, e）に針状粒子や脱水孔が存在

しており、板状粘土鉱物は赤鉄鉱（図 6-9f）、でも存在していた。 

大変興味深いことに下扇原 B と K1 では比較的大きな六角柱状や六角板状の-Fe2O3単結晶

粒子が多数確認された（図 6-10）。このような単結晶粒子は単純な加熱処理では生成しないも

のであり、液相反応を経由している可能性が示唆される。これらの単結晶粒子を古代ベンガ

ラ中に発見したことは今後の古代ベンガラ研究の発展に大きく寄与することになるだろう。 

以上で述べたように、TEM 観察では SEM では全く見えなかったものをクリアにとらえる

ことができる強力なツールであり、古代ベンガラの研究の進展には TEM 観察が必要不可欠で

あることを強調しておく。 

 

6.2.5 粒子径の比較 

上述のように古代ベンガラおよび天然鉱物由来のベンガラは粒子形態が様々なため、SEM

像や TEM 像を使った粒子径の測定は難しい。そこで、本研究では比表面積から求めた球相当

径を用いて平均粒子径を議論した。-Fe2O3粒子径はベンガラの色彩に最も大きな影響を与え

る重要な因子である。一般に色の鮮やかさは粒子径と凝集状態に依存し、粒子径や凝集粒子

が小さいほど鮮やかになることが知られている。各試料の表面積と球相当直径を表 6-2 に示

す。古代ベンガラと天然鉱物から作製したベンガラはいずれも球相当径が小さかったが、リ

モナイト 900 と工業ベンガラは比較的大きかった。最も小さかったのは下扇原 B の球相当径

で 27.3 nm であった。これは工業ベンガラと比較しても驚くほど小さい。古代人は粒子径が

ベンガラの色彩に影響を与えることを経験的に知っており、様々な工夫をすることで粒子径

が小さく色彩の鮮やかなベンガラを作る努力を行っていたのかもしれない。古代ベンガラの

中では、下扇原 B に次いで下扇原 K1（43.4 nm）が小さく室宮山（64.2 nm）が一番大きかっ

た。 

天然鉱物ベンガラも全て工業ベンガラよりも球相当径が小さかったが、リモナイト 900

（92.6 nm）と赤鉄鉱（71.5 nm）は古代ベンガラよりも工業ベンガラに近かった。この 2 つの

試料の色彩が古代ベンガラよりもくすんでいたのは、粒子径が大きいためであると考えられ

る 4, 5)。鬼板 900（49.1 nm）は球相当直径が天然鉱物ベンガラの中では小さかったが、色彩は

古代ベンガラに及ばなかった。これらの試料の粒子径は水簸処理を行うことによってより小

さくなり、色彩も古代ベンガラに近づき鮮やかになる。このことから古代人はベンガラの色

彩を向上させるために水簸処理を行っていたと考えられる。 
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ここで注目すべきことは、最も球相当径の大きかった工業ベンガラが最も鮮やかであった

ことである。ある粒子径（約 100 nm）よりも粒子が小さくなると、逆に色彩は低下すると報

告されている 4)。これは粒子が微細化すると、透過率が高くなり反射率が減少するためと考

えられている 4, 6)。また，ナノ粒子は凝集しやすいため大きな凝集粒子を形成しやすく、その

大凝集粒子の存在のために色彩がくすむ 6)．このような効果が主に微細な粒子から構成され

ている古代ベンガラにおいても現れた結果，粒子径の大きな工業ベンガラ（平均径 102 nm）

よりもくすんだ色彩になったと推察する． 

 

6.2.6 磁気特性の比較 

古代ベンガラでは純粋な-Fe2O3とは異なった磁気特性を示した。下扇原 K1 と室宮山の試

料は-Fe2O3の特性であるモーリン転移が 20 K という低温においても半分程度しか起きてい

なかった。また、下扇原 B では 20K においても 80 %がモーリン転移を起こしていなかった。

これらの試料の室温での磁気特性は超常磁性を示しておらず、モーリン転移を起こさなかっ

た理由はただの微粒子化だけでは説明がつかない。不純物の固溶や格子のゆがみといった複

合的な理由が考えられる。モーリン転移の消失は古代ベンガラの物性の大きな特徴である。

一方、天然鉱物であるリモナイトでも低温加熱試料ではモーリン転移が確認できなかった。

これは天然鉱物から作製したベンガラの特徴の可能性がある。この特徴が全ての天然鉱物ベ

ンガラに当てはまるとすれば、古代ベンガラのルーツが天然鉱物であることの更なる証拠と

なる。日本の古代ベンガラの-Fe2O3の磁気特性について詳細に言及したのは本研究が初めて

であるため、比較データが非常に少ないが、今後こうした研究が多く蓄積されていけば、さ

らに多くのことが解き明かされると期待している。 

 

6.3 古代ベンガラ作製方法の検討 

以上のように、古代ベンガラと天然鉱物から作製したベンガラでは共通点が多く、本研究

の古代ベンガラは天然鉱物から作製されたものと考えられる。特に下扇原 K1 では脱水孔が観

察されたこと、-Fe2O3が検出されていること、さらに天然の-FeOOH の形状が残ったような

棒状の-Fe2O3粒子が存在することからも加熱処理によって作製されたと考えられる 7)。下扇

原 B の連鎖状の粒子も天然の-FeOOH を加熱した時の粒子形態によく似ており、こちらも加

熱処理によって作製された可能性は高い。リモナイトの鉱山が下扇原遺跡の近くであること

から、下扇原遺跡出土試料はリモナイトが原料ではないかといわれていたが、成分および粒

子形態から考えて、下扇原遺跡出土ベンガラの原料が今回分析したリモナイトの加熱材であ

るとは考えにくい。天然鉱物は産出する場所によって、成分や粒子形態が異なっていること

が多く、違う層で産出したリモナイトが下扇原遺跡出土ベンガラと同じ性質を持っている可
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能性もあり、産地に関しては不明と言わざるを得ない。室宮山の試料については粘土鉱物の

存在から、赤鉄鉱や鬼板といった鉱物由来であることは間違いなく、また-Fe2O3が検出され

ていることから、加熱された可能性は高い。また、色彩の観点から古代ベンガラと天然鉱物

ベンガラを比較すると天然鉱物ベンガラは古代ベンガラよりも色彩が悪い。天然鉱物を使っ

て古代人がベンガラを作製していたと考えると色彩を向上させるために水簸を利用していた

可能性が高い。 

以上のように、古代ベンガラを材料科学的視点から多角的に様々な手法を用いて分析しそ

の詳細を比較することで、古代ベンガラの作製技法の糸口をつかめる可能性を示したことに

本研究の大きな意義があると考えている。 

 

6.4 結言 

本章では古代ベンガラと天然鉱物から作製したベンガラを比較することによって古代ベン

ガラの作製方法を検討し、古代ベンガラが天然鉱物を加熱して作製した可能性が極めて高い

ことを示した。また、-Fe2O3、脱水孔、針状粒子の存在などは加熱処理の証拠となるため、

古代ベンガラの研究上大事な要素であることを示した。しかしながら古代ベンガラに特徴的

に現れた六角柱状粒子については作製した試料では観察されず、今後の課題となった。各試

料の球相当径を比較すると、天然鉱物から作製したベンガラの方が相対的に大きく、色測定

でも古代ベンガラよりもくすみがちであったが、これらは水簸処理によって古代ベンガラに

近づくことから、古代ベンガラ製作において水簸処理をしていた可能性を示した。古代ベン

ガラおよび天然鉱物から作製したベンガラの-Fe2O3 は合成した純粋な-Fe2O3 とは異なる磁

気特性を示したことも本研究の大きな成果の一つである。 
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図  6-1 各試料の写真。(a) 下扇原遺跡試料 B。 (b) 下扇原遺跡試料 K1。 
(c) 室宮山古墳外堤住居址出土試料。 (d) 赤鉄鉱。 (e) 鬼板 900℃加熱試料。 
(f) リモナイト 900℃。 (g) 吹屋ベンガラ。 (h) 合成 a-Fe2O3 (i) 工業ベンガラ。

図  6-2 各試料の色測定結果。
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      （wt%）
Fe2O3  MgO Al2O3  SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO TiO2 Cr2O3 MnO CuO ZnO As2O3 

下扇原 B 93.0 - 1.8 3.8 - 1.2 - 0.1 - - - - - -
下扇原 K1 74.8 - 7.7 14.1 0.9 0.9 0.2 0.8 0.5 - 0.2 - - -

室宮山 92.3 - 2.1 4.3 0.4 0.6 0.1 0.1 - - 0.1 - - -
赤鉄鉱 91.3 - 2.2 2.9 0.8 - 0.1 0.2 - 0.1 - 0.1 0.1 2.3

鬼板 900 86.6 - 5.1 6.8 - 0.7 0.2 - 0.2 - 0.4 - - -
リモナイト 900 90.8 0.8 0.6 4.5 1.3 0.8 - 0.9 0.2 - - - - -
吹屋ベンガラ 92.4 - 2.1 3.4 0.3 0.6 0.1 - - - 0.1 0.3 0.2 0.5 
工業ベンガラ 97.8 - 0.6 0.5 - 0.9 - - - - 0.1 - - -
合成 a-Fe2O3 99.0 - 0.7 0.2 - - - - - - - - - -

表 6-1 各試料の成分分析結果 （酸化物換算）。

図  6-3 古代ベンガラ試料と天然鉱物から作製した試料の XRD パターン。
(a) 下扇原遺跡試料 B。 (b) 下扇原遺跡試料 K1。 (c) 室宮山古墳外堤住居址出土
試料。 (d) 工業ベンガラ。(e) 赤鉄鉱。 (f) リモナイト 900℃加熱試料。 (g) 鬼板
加熱試料。
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図  6-4 リモナイト 900℃加熱試料の XRD パターン。 （a) アセチレンブラック添
加試料。 (b) アセチレンブラック無添加試料。 指数は a-Fe2O3。

図  6-5  野焼きの再現実験の様子 2）。
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図  6-6  各試料の SEM 像。(a) 下扇原遺跡試料 B。 (b) 下扇原遺跡試料 K1。 
(c) 室宮山古墳外堤住居址出土試料。 (d) 赤鉄鉱。 (e) 鬼板 900℃加熱試料。 

(f) リモナイト 900℃加熱試料。 (g) 吹屋ベンガラ。 (h) 工業ベンガラ。(i) 合成 a-Fe2O3。 
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図  6-7  古代ベンガラ試料と天然鉱物から作製したベンガラの TEM 像。 (a) 下扇原遺
跡試料 B。 (b) 下扇原遺跡試料 K1。 (c) 室宮山古墳外堤住居址出土試料。 (d) 赤鉄鉱。 
(e) 鬼板 900℃加熱試料。 (f) リモナイト 900℃加熱試料。 

図  6-8  古代ベンガラ試料と天然鉱物から作製したベンガラの TEM 像。 (a) 下扇原遺
跡試料B微粒子部。 (b) 室宮山古墳外堤住居址出土試料微粒子部。 (c) 赤鉄鉱微粒子部。 
(d) 下扇原遺跡試料 B 非晶質部。(e) 下扇原遺跡試料 K1 非晶質部。 (f) 鬼板 900℃加
熱試料非晶質部。
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図  6-9  古代ベンガラ試料と天然鉱物から作製したベンガラの TEM 像。 (a) 下扇原遺跡試料 k1 針状
粒子（矢印）。 (b) 下扇原遺跡試料 K1 脱水孔（矢印）。 (c) 室宮山古墳外堤住居址出土試料板状粒子（矢
印）。 (d) 鬼板 900℃加熱試料 棒状粒子（矢印） 。(e) リモナイト 900℃加熱試料脱水孔（矢印）。 
(f) 鬼板 900℃加熱試料シート状粒子（矢印）。
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SSA（m2/g) 球相当直径（nm）
下扇原 B 41.8 27.3

下扇原 K1 26.3 43.4
室宮山 17.8 64.2
赤鉄鉱 15.9 71.5

鬼板 900 23.2 49.1
リモナイト 900 12.3 92.6
工業ベンガラ 11.2 102

図  6-10  古代ベンガラ試料の STEM 二次電子像および TEM 像。(a) 下扇原関試料
B の六角柱状粒子。(b) 下扇原関試料 B の六角板状粒子。(c) 下扇原関試料 K1 の六
角柱状粒子。(d) 室宮山古墳外堤住居址出土試料の柱状粒子。

表  6-2  各試料の比表面積と球相当直径。
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第 7 章  関山遺跡から出土したパイプ状ベンガラのキャラクタリゼーション 

 

7.1 緒言 

パイプ状ベンガラは 1985 年代にその存在が初めて報告された 1)。その後日本各地でパイプ

状ベンガラの出土例が次々と報告され、その原料や、成因の議論が様々になされていたが、

1997 年に岡田ら 2)により、鉄酸化細菌が作る酸化鉄が原料ではないかという説が提出され、

現在はその認識が定着している 3)。しかし、このパイプ状ベンガラに対し SEM 観察以上の詳

しい分析はなされておらず、その特徴は未だ不詳のままである。本章ではこのパイプ状ベン

ガラについて詳細なキャラクタリゼーションを行いその特徴を明らかにする。さらに、我々

が研究している鉄酸化細菌が作る酸化鉄（Biogenous Iron oxide: BIOX）4)と比較することによ

って、その作製方法も検討する。 

関山遺跡 5)は鹿児島県曽於市、末吉町の西方で標高約 296 m の台地上に位置している。周

辺には関山西遺跡、唐尾遺跡等の大規模な遺跡が点在する。2005 年（平成 17 年）に本格的

な発掘調査が行われ、発掘面積は 9780 m2 に及んだ。当該調査により、旧石器時代から縄文

早期・後期～晩期、古代～中世にかけての複合遺跡であることが判明した。縄文早期該当層

からは集積遺構 9 基、落とし穴 19 基、土壙 2 基が検出され、また、石鏃、石匙、磨石、石斧

や、押型文土器、吉田式土器などが出土している。さらに、口縁部が大きく外反する変形撚

糸文土器内に入れ子になった状態で撚糸文土器が出土し（図 7-1a）、縦 12 cm 横 10 cm 程の土

器の中には溢れるほどの量の赤色顔料が詰まっていた（図 7-1b）。この赤色顔料について、

発掘調査を行った鹿児島県立埋蔵文化財センターにおいて蛍光 X 線分析（XRF）並びに走査

型電子顕微鏡（SEM）観察が行われ、この赤色顔料はパイプ状ベンガラであることが確かめ

られた。 

 

7.2 試料と実験方法 

実験に用いた古代ベンガラ試料は、撚糸文土器内部に貯蔵されていたベンガラ資料から採

取した（関山ベンガラ：鹿児島県立埋蔵文化財センター提供）。分析を行う前に本試料を目視

観察したところ（図 7-1c）、色はやや紫がかった赤褐色であり、砂等の混入がみられた。ま

ずは、試料の全容を把握するために、不純物入りの試料を乳鉢で粉砕し粉末 XRD 測定および

VSM 測定を行った。次に、不純物入りの試料を 125 m メッシュの篩いにかけ、蒸留水 50 ml

中に分散させ 5 min 程度静置し、上澄みを回収し吸引ろ過した後に、減圧下で乾燥させ水簸

試料とした。この水簸試料は砂等の不純物の影響を受けやすいと考えられる色彩評価、XRD、

磁気特性評価に使用した。SEM および TEM 観察は微小部を対象とするため不純物の影響を

受けにくいと考えられる。そこで、凝集により団塊状になっていた赤色の試料を粉状になる

よう軽く粉砕し SEM および TEM 観察に用いた。分析方法の詳細は以下に示す。比較試料と

して、工業ベンガラ（Toda100ED、戸田工業株式会社、広島）を用いた。また、パイプ状ベ

ンガラは鉄酸化細菌 Leptothrix ochracea が作ったチューブ状酸化鉄（L-BIOX）を原料として

加熱処理を経て作製されたといわれている 2)ため、L-BIOX（京都府城陽市より採取）を 900°C

で加熱した試料（BIOX900）も比較試料として用いた 4)。 
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1）色彩評価 

関山ベンガラ試料は水簸試料を用いた。 

2） 結晶相同定（XRD） 

試料ホルダーはシリコン単結晶の無反射板を使用し、関山ベンガラは不純物入りの粉砕試

料および水簸試料を用いた。 

3）表面形態観察及び組成分析 

団塊状になっていた関山ベンガラ試料の粒をエタノールに入れ、超音波でほぐした後、SEM

観察、SEM-EDX 分析、TEM 観察および STEM-EDX 分析を行った。 

4）磁気特性評価 

関山ベンガラの水簸試料を用いて、SQUID-VSM により磁気特性を評価した。また、

Mössbauer 分光法により鉄の化学状態を解析した。測定は室温、250 K および 20 K で行った。 

 

7.3 結果および考察 

7.3.1 水簸による試料調整 

 図 7-2に粉砕試料および水簸試料の XRDパターンを示す。粉砕試料の XRD測定（図 7-2a）

では-Fe2O3 が主成分であることが判ったが、土壌由来と思われる多数の鉱物相

（Al2Si2O5(OH)4·2H2O（halloysite）、SiO2（quartz, cristobalite）、Na(Si3Al)O8（albite）が-Fe2O3

のピーク強度と同程度検出された。一方、水簸試料（図 7-2d）では僅かに SiO2（cristobalite）

が検出されたもののほぼ-Fe2O3のピークのみであった。2 = 20–30°付近に検出された同定不

能な小さなピークは、篩や水簸では除去しきれなかった土壌成分であると考えられるが、ほ

とんどの土壌由来成分が水簸によって除去されたことがわかる。 

色彩も水簸前は目視でも確認できるサイズの砂が混じっており、赤というには余りにもく

すんだ暗い色を呈していたが、水簸後には比較的鮮やかな赤色となり、関山ベンガラが作製

当時に近い姿を取り戻したと言える。粉末状の出土サンプルでは、今回のように土壌由来の

不純物を多分に含むことがあるため、出土したサンプルをそのまま分析すると混入した土壌

成分により誤った情報を得てしまうことがあるため本質を見極めることは難しい。本研究で

は水簸により古代サンプルの出来る限り往時の姿に近づけた上で、試料の本質やベンガラ作

製当時の技術に迫ることを目標に、詳細に分析を行った。 

 

7.3.2 水簸試料による実験 

 水簸により出来るだけ混入した土壌成分を取り除いた関山ベンガラの色彩を現代の高純度

-Fe2O3 と比較した。分光測色計による色測定の結果を図 7-3 に示す。関山ベンガラ試料は

a* = 29.7、 b* = 24.8、 L* = 39.2 であり、彩度も明度も比較試料である工業ベンガラ（a* = 35.1、 

b* = 30.9、 L* = 41.4）と比べて低い値であったが、鉄酸化細菌由来の BIOX 900（a* = 33.1、 

b* = 24.1、 L* = 42.7）とは b*、 L*は低いものの a*は近い値であった。-Fe2O3の色彩は粒子

径と粒子の凝集状態に依存し、粒子径が小さく凝集塊が小さいほど鮮やかな色彩を呈するこ

とが知られている 6, 7)。このことから、関山ベンガラは現代の高純度-Fe2O3 比べて粒子径や

粒子の凝集塊が大きいと考えられる。そこで、電子顕微鏡を用いて関山ベンガラの主構成相
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である-Fe2O3粒子径や粒子の凝集状態を詳細に解析した。 

図 7-4 に関山ベンガラの代表的な SEM 像と比較試料の BIOX900 および高純度-Fe2O3 の

SEM 像を示す。関山ベンガラは直径 1 m 程度、長さ 4–30 m のパイプ状構造体が大部分を

占めており、BIOX900（図 7-4c, d）とよく似ていた。僅かに球状粒子が凝集した不定形な粒

子が観察されたが、これらはパイプ状構造体が壊れて飛散したものと考えられる。このこと

から本関山ベンガラがパイプ状ベンガラであったという先行調査結果 5)が裏付けられた。パ

イプ状構造体は直径 100 nm 以下の微粒子が集合して構成され壁面に微細な穴が形成された

もの（形態 1、図 7-4a）と不定形な 200–500 nm 程度の粒子が癒着することで繋がって構成さ

れ壁面に大きな穴が形成されたもの（形態 2、図 7-4b）の 2 種類が確認された。このような

特異なパイプ状構造体は球状微粒子（約 100 nm）から構成されている工業ベンガラ（図 7-4e,f）

では全く見られない。関山ベンガラの粒子径は揃っておらず、工業ベンガラよりも大きいも

のもあれば小さいものもあった。-Fe2O3の粒子径が 100 nm よりも小さくなると色彩が低下

するという報告がある。関山ベンガラで見られた-Fe2O3の粒子径は小さいものは 100 nm 以

下で、大きいものは工業ベンガラよりも大きかった。このために、関山ベンガラの色彩は工

業ベンガラよりも悪かったと考えられる。また、粒子径や粒子形態に大きなバラつきがある

ことは、関山ベンガラが加熱によって作られていたとすると、加熱の際の温度分布が広く、

温度が高く上がった部分では-Fe2O3粒子径が大きくなり、温度が上がりきらずに低かった部

分では微粒子の-Fe2O3が生成したと考えられる。本ベンガラ試料は縄文早期の層から出土し

た資料から採取した。縄文早期での加熱方法はおそらく野焼きであろう 8)。当時の技術では

大量の粉末を焼成する際に温度を正確に一定に保つことが出来なかったとものと推察される。 

パイプ状構造体に-Fe2O3の成分である Fe や O 以外の成分が含まれているかを確認するた

めに、SEM-EDX により元素分析を行ったところ、Fe の他に僅かに Si と Al が検出された

（Fe:Si:Al = 84:9:8 (at %)）。XRD 測定から格子定数を算出したところ、a = 0.5036±0.00006 nm、

c = 1.3753±0.00052 nm であった。これは結晶格子中に不純物や欠陥を全く含まない純粋な

-Fe2O3の値（a = 0.50356 nm、c = 1.37489 nm、PDF 00-033-664 (ICDD、2009)）とほぼ同じで

あることから、EDX で検出された Si や Al は-Fe2O3の結晶格子中に固溶しているわけではな

く、-Fe2O3とは別の相で存在すると考えられる。図 7-5 に EDX で得られた元素マッピング

像を示す。検出された元素は概ね構造体中に均一に分布していたが、Si と Al はパイプ状構造

体の外側表面から多く検出される傾向にあった。これまで単なるチューブ状の-Fe2O3として

認識されていたパイプ状ベンガラから-Fe2O3の構成元素以外の Si や Al が検出されたことは

興味深い。更にこれらの元素はチューブの外側から強く検出されていることや SEM 観察で確

認された微粒子が存在することから、パイプ状ベンガラはチューブよりも更に細かな構造を

有すると考えられる。 

 

7.3.3 水簸試料の微小部形態観察 

TEM を用いてパイプ状構造体の詳細な構造解析を行った（図 7-6）。形態 1 のパイプ状構造

体は、微粒子が集合してチューブ状が構成されており、壁面には多数の細孔が見られた（図 

7-6a, b）。電子回折像（図 7-6b 挿入図）はリングパターンであり、-Fe2O3微粒子の集合体で
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あることを示している。粒子径は 10–100 nm で幅広い分布であった。特筆すべきはパイプ状

構造体の表面にシート状の物質が取り巻いていたことである（図 7-6c）。SEM-EDX でパイプ

状構造体の外側表面に Si と Al が多く検出されていたことから、このシート状の物質は Si-Al

系の物質であると考えられる。形態 2 のパイプ状構造体は（図 7-6 g, h）、100–200 nm の大き

な単結晶粒子が相互に癒着することで形成されており、壁面には 50–200 nm の大きな穴が多

数見られた。興味深いことに、図 7-6g 赤丸に示すような大きな範囲で電子回折測定を行って

もリング状の回折は得られず対象が単結晶の時に得られるような回折像が得られた。つまり、

このチューブ状構造体は大きな-Fe2O3単結晶がお互いに方位を揃えて繋がっている、擬似的

な単結晶の-Fe2O3チューブであることが明らかとなった。チューブの外側表面にはシート状

の物質や球状のコントラストの薄い物質が取り巻いており（図 7-6h 挿入図）、これらも Si-Al

系の化合物であると考えられる。 

形態 1 の拡大像観察（図 7-6b）から、大部分の粒子は丸い形をとっていることが判った。

高分解能像では、結晶に由来する格子縞（図 7-6d）が観察されない非晶質領域が結晶粒子間

や表面の随所に見られた（図 7-6e）。また、いくつかの粒子には水酸化鉄が加熱脱水された

際に形成される脱水孔らしき穴が見られた（図 7-6f 矢印）。図 7-7 に形態 1 の STEM による

HAADF 像、二次電子（SE）像および Fe、O、Si、Al のマッピング像を示す。HAADF-STEM

像とSE-STEM像の形態が一致していない部分が多数見られた（図7-7赤丸部）。即ち、SE-STEM

像で見られる 50 nm 程度の球状粒子のコントラストが HAADF-STEM 像では薄くなり判別が

難しくなっていた。理論的に HAADF-STEM 像では原子番号の 2 乗に比例した透過像コント

ラストが得られ、SE-STEM 像は表面の形状を反映した表面の凹凸像が得られる。このことか

ら、SE-STEM 像で見られ、HAADF-STEM 像でコントラストが薄い粒子は、Fe よりも原子番

号が小さな元素、つまり本試料においては Si や Al、で構成されていると考えられる。図 7-7

に示した O のマッピング像は概ね HAADF-STEM 像や SE-STEM 像の濃淡とほぼ重なり、パ

イプ状構造体の全体が酸化物であることが判った。Fe と O は濃淡が重なる部分と必ずしも一

致しない部分が存在し、Si と Al に関しては両者の濃淡が一致するが、Fe とは一致せず、Fe

の酸化物（-Fe2O3）と Al と Si の複合酸化物が存在していると考えられる。図 7-6e は図 7-7

の Al と Si の局在している部分に該当し（図 7-7 白丸部）、図 7-6e の視野の非晶質部分は Si

と Al の複合酸化物（非晶質アルミノシリケート）であると判った。つまり、関山ベンガラは

-Fe2O3の球状粒子と Al-Si の非晶質酸化物によってパイプ状形態が構成されていると考えら

れる。 

図 7-6h に示した形態 2 の拡大像観察では、形態 1 と同様に-Fe2O3結晶粒子内に脱水孔と

思われる穴が多数確認された（図 7-6h 矢印）。この結果から、パイプ状ベンガラは鉄酸化細

菌が作った水酸化鉄を高温で加熱脱水して作られたものであることが確認された。このよう

に電子顕微鏡観察で脱水孔を調べることで古代遺跡出土ベンガラ中の-Fe2O3 が熱履歴を経

たかどうかを調べる手法は海外では既に一般的であり 9)、この手法がパイプ状ベンガラにつ

いても有効であることを確認した。高分解能像では、-Fe2O3の結晶粒子の周りに非晶質の粒

子が多数存在することが明らかとなった。形態 1 と同様に HAADF-STEM 像、SE-STEM 像、

元素マッピング像を得たところ（図 7-8）、非晶質の物質はアルミノシリケートであることが
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判った。鉄酸化細菌由来酸化鉄を加熱処理して得られたベンガラ（BIOX900）は粒子内に多

数の脱水孔が形成された-Fe2O3 粒子とそれを取り巻く非晶質シリケート相からパイプ状構

造体が形成されており、関山ベンガラと良く似ている。以上の結果から、これまで推察の域

を出なかった「パイプ状ベンガラは鉄酸化細菌由来の水酸化鉄を出発物質としている」とい

う説を微細構造の観点からほぼ確実なものとした。 

しかし、関山ベンガラ試料と比較に用いた BIOX900（Fe:Si:P = 73:22:5 (at %)）とは組成が

異なっていた。我々の研究グループではこれまでの研究で、鉄酸化細菌が作る酸化鉄の組成

が地下水のイオン種や濃度に依存することを見出している。今回比較に用いた京都府城陽市

のサンプルではこういった組成であったが、本関山ベンガラ試料の原料として用いられた

BIOX は Fe と Si と Al で構成されていたと推察される。形態観察によっても両者の間にはシ

ート状の物質の有無や非晶質シリケートの分布状態の違いがみとめられたが、これらの点に

ついては Si-Al 成分が土壌中の粘土鉱物由来の可能性も考えられる。最も興味深い点は、今回

TEM 観察および STEM-EDX 分析で確認された非晶質アルミノシリケートが、原料の水酸化

鉄中の Si や Al が加熱によって相分離して生成したものなのか、原料に含まれていた土壌由

来成分が加熱によって非晶質化したものなのか、単に土壌由来の非晶質アルミノシリケート

が 1 万年近い年月を経てパイプ状ベンガラの周りに付着したのか、それともこれらの複合的

な要因によって形成されたものなのかということである。この謎を検証するためには、人工

的に合成した酸化鉄を用いた実験が必須となり、今後詳細に検討する予定である。 

 

7.3.4 水簸試料の磁気特性 

現在、古代遺跡出土ベンガラではほとんど検討されていないが、本研究では-Fe2O3の物性

の中でも重要な磁性に着目した。磁化の大きさや保磁力は-Fe2O3の粒子径、格子定数、不純

物元素の結晶格子中への固溶などの要因によって敏感に変化する。また、-Fe2O3は 260K に

おいてモーリン転移と呼ばれる磁気転移現象を示す。モーリン転移は-Fe2O3 の寄生強磁性

が消失し、完全な反強磁性になることであり、モーリン転移温度（TM）も同様の要因で敏感

に変化する 10)。つまり、-Fe2O3の磁性を調べることで、粒子径、格子定数、不純物元素の固

溶などに関する情報を得ることが出来る。 

関山ベンガラの粉砕試料の M-H 曲線を図 7-9a に示す。明らかに強磁性を示すヒステリシ

スを描いており、強磁性成分が混入していることが判る。M-T 曲線（図 7-9b）も通常の-Fe2O3

が示す曲線は描かず、モーリン転移は確認できなかった。水簸試料の M-T 曲線（図 7-9c）で

も室温よりも低温（10 K）の方が磁化は高く、どちらもやや強磁性のヒステリシスを描いた。

低温でも反強磁性を示す右上がりの直線的なグラフになっておらず、一般的な-Fe2O3の M-H

曲線とは違っていた。これは水簸をしても土壌由来の強磁性成分を完全に除去しきれなかっ

たためと考えられる。水簸試料の M-T 曲線（図 7-9d）では 255 K 付近にモーリン転移が確認

された。結晶格子中に欠陥や不純物を含まない純粋な-Fe2O3ではモーリン点が 260 K 程度で

あることから 10)、関山ベンガラ試料の-Fe2O3 は純粋な-Fe2O3 であると考えられる。これは

XRD から求めた格子定数の結果や STEM-EDX 分析の結果とも良く一致する。しかし、モー

リン転移後にも 0.1 emu/g 程度の強い磁化を示し、全ての-Fe2O3成分がモーリン転移を示し
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たわけではないと考えられる。メスバウアー分光法でモーリン転移を起こしていない成分を

調べたところ 20 K で 9.4 %であった。-Fe2O3は微粒子（約 20 nm）になるとモーリン点が消

失する 11)ことから、TEM で確認された 10 nm 程度の微粒子がこの成分に相当すると考えられ

る。 

 

7.4 結言 

本研究ではこれまでのパイプ状ベンガラの研究とは異なる視点から分析と考察を行った。

即ち、出土した関山ベンガラ粉末には砂等の不純物が多く含まれているため、当時のベンガ

ラの姿に近づけるために水簸を行い、不純物を取り除いた。更に、分析電子顕微鏡法を用い

てパイプ状ベンガラの構造を明らかにし、パイプ状ベンガラが確かに高温の熱履歴を経てい

ることを微細構造の観点から見出した。更にこれまでの古代パイプ状ベンガラサンプルでは

全く検討されていなかった-Fe2O3 の磁気特性を詳細に検討し、関山ベンガラ試料の-Fe2O3

の本質に迫った。主な結果は以下の通りである。 

関山遺跡から出土した古代ベンガラは出土品であるために砂が混じってしまった古代ベン

ガラ特有の試料であったが、水簸することによって、砂を除き、製作当時のベンガラに近い

情報を得ることができた。関山ベンガラは現在の工業ベンガラよりもくすんではいたが、同

様の色相であった。鮮やかさは BIOX900 と近かった。SEM 観察に加え、従来研究では行わ

れてこなかった TEM、STEM 観察によって、古代パイプ状ベンガラ試料が純粋な 10–100 nm

の球状-Fe2O3と Al-Si 系の非晶質酸化物によって 4–30 m のパイプ形状を成していることを

見出した。 

 また、鉄酸化細菌（Leptothrix ochracea）の作る酸化鉄を加熱した試料と共通点が多く、鉄酸

化細菌由来の酸化鉄を原料として加熱処理によって作製されたことは微細構造の観点からほ

ぼ間違いないが、両者の組成や一部形態が異なっており、この点に関しては今後詳細な検討

が必要である。 

水簸しても強磁性成分は残存したものの、-Fe2O3 のモーリン点を検出でき、本試料の

-Fe2O3が大変純粋であることが明らかとなった。 

 古代ベンガラについては 2 章、3 章、4 章でも述べたが、本章で扱った関山ベンガラはそれ

らとは大きく異なっていた。これまでのパイプ状ベンガラで収集されていなかった詳細な電

子顕微鏡や磁気特性のデータを再検討しデータベース化し、試料間で総合的に比較検討する

ことができれば、当時のパイプ状ベンガラの作製技術（加熱温度や原料の組成）や原料の産

地など、これまでベールに包まれていたことが解き明かされていくものと確信している。 
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図 7-1  (a) ベンガラの出土状況。 (b) 入れ子になった甕の中にベンガラが詰まって
いた。 (c) 甕に詰まっていたベンガラから採取した試料。

114



図 7-2 各試料のXRDパターン。(a) 採取後不純物が混じったままの粉砕試料。 
(b) L-BIOX900℃加熱試料。 (c) 工業ベンガラ。 (d) 古代ベンガラ水簸試料。 
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図 7-3 各試料の色測定結果
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図 7-4 各試料の SEM 観察像。 (a) (b) 古代ベンガラ。(c)(d) L-BIOX900℃加
熱試料。 (e)(f) 工業ベンガラ。
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図 7-5 古代ベンガラ試料の SEM-EDX による元素マッピング。 (a) 二次電子像 。
(b) Fe のマッピング。 (c) Si のマッピング。 (d) Al のマッピング。
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図 7-6 古代ベンガラ試料の TEM 観察像。 (a) 形態 1 の TEM 像。(b) (a) の先端部分の拡大像。 挿
入図は電子線回折（a-Fe2O3）。(c) 形態 1 の STEM 像。 (d) 形態 1 のパイプを構成する粒子の高分
解能像 挿入図はフーリエ変換像（a-Fe2O3）。(e) 形態 1 の格子縞の観察されない非晶質相部分。挿
入図はフーリエ変換像（ハローパターン） (f) HAADF 像。 脱水孔と考えられる孔が多数確認でき
る（矢印） 。(g) 形態 2 の TEM 像。粒子同士が焼結して単結晶のようになっている 様子。挿入図
は電子線回折（a-Fe2O3） 。(h) (g) の先端部分の拡大像。矢印は脱水孔と考えられる孔 挿入図は先
端の非晶質相部分の拡大像。
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図 7-7 古代ベンガラ試料形態 1 の STEM-EDX による元素マッピング。(a) HAADF 像。 
(b) 二次電子像。(c) O のマッピング 。(d) Fe のマッピング。 (e) Al のマッピング。 
(f) Si のマッピング。

図 7-8 古代ベンガラ試料形態 2 の STEM-EDX による元素マッピング。(a) HAADF 像。 
(b) 二次電子像。(c) O のマッピング。 (d) Fe のマッピング。 (e) Al のマッピング。
(f) Si のマッピング。
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図 7-9 古代ベンガラ試料の VSM 測定結果。(a) 粉砕試料の M-H 曲線。(b) 粉砕試
料の M-T 曲線。 (c) 水簸試料の M-H 曲線。(d) 水簸試料の M-T 曲線。
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第 8 章 総合的検討 

 

本章では本研究における成果と明らかになった課題、および今後の展望について述べる。 

まずは本研究の成果であるが、第 2 章および第 3 章で下扇原遺跡出土ベンガラについて、

第 4 章で室宮山古墳外堤住居址出土ベンガラについて、第 7 章で関山遺跡出土ベンガラにつ

いての詳細な分析を行った結果、古代ベンガラの主な特徴として次の 4 点を明らかとした。

また製作技法として水簸処理の可能性を示すことが出来た。 

 

古代ベンガラの特徴 

1 形態の多様さ 

TEM 観察によって、今までの SEM 観察では判らなかった一次粒子を観察でき、古代ベン

ガラ中の-Fe2O3 は多様な形態であることが明らかとなった。比較試料に使用した吹屋ベンガ

ラ、工業ベンガラ、合成-Fe2O3の粒子形態は概ね球状かそれらが連なったような形状をして

いたが、古代ベンガラの-Fe2O3粒子形態は形、大きさ共に様々であり、それらの粒子が激し

く凝集していることが多かった。 

 

2 微粒子の存在 

各古代ベンガラ試料の TEM 観察によって、人工合成でも難しい数 nm–20 nm 程度の-Fe2O3

微粒子の存在が確認された。それも 500 nm を超えるような粒子と混在していた。また、関山

遺跡出土のパイプ状ベンガラ粒子も微粒子によってパイプが形成されており、古代ベンガラ

には微粒子が多く存在するという共通点があった。 

 

3 非晶質相の存在 

古代ベンガラには非晶質相が存在することが多く、下扇原遺跡出土ベンガラのように主に

微粒子部分で観察されることが多かった。この非晶質相はアルミナシリケートであることが

明らかとなった。これらの非晶質相が粒子間の接触を妨げ、微粒子を保つ一因であると考え

られる。関山遺跡出土のパイプ状ベンガラでも同様に粒子間に Al や Si を含む非晶質相が存

在していた。現代技術で作製したシリカで表面をコートされた-Fe2O3は大変鮮やかな色をし

ている。古代ベンガラでも同様の効果が発揮されたのではないかと考えられる。 

 

4 含まれている Al と Si の重要性 

古代ベンガラには XRF による成分分析で数%～数十%の Al および Si が検出された。従来

研究においては Al や Si は土壌に含まれる成分であるため、ただの土壌の混入であると考え

られることが多いが、本研究では古代ベンガラにとって、大変重要な成分であることが明ら

かとなった。古代ベンガラには Al や Si は上記のような非晶質アルミナシリケートとして存

在するほかに、-Fe2O3の結晶格子中に固溶している可能性があり、微粒子の存在と共にこの

Al や Si の固溶によって、磁気的性質も変化していると考えられた。Al や Si の固溶によって

色彩も変化することが知られており、古代ベンガラの色彩にも影響していると考えられる。 
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このように、古代ベンガラにおいては Al や Si は主要成分であることが判った。 

 

水簸処理の可能性 

赤鉄鉱や鬼板が古代ベンガラの原料の可能性をその微細構造の観点から示したものの、赤

鉄鉱やリモナイト、鬼板は色彩の鮮やかさや平均粒子径の小ささにおいて古代ベンガラには

及ばなかった。そこで、古代でも可能であったと考えられる水簸処理を行い、その効果を評

価し、古代ベンガラの作製過程の一つとして検討した。赤鉄鉱、リモナイト 900、鬼板 900

の色彩は古代ベンガラに劣っていたが、水簸によって L*a*b*の値が全て向上し、古代ベンガ

ラとほぼ同等もしくはそれ以上の鮮やかな赤色となり、工業ベンガラに近い色彩を呈した。

また、それぞれの水簸試料では球相当径が小さくなり、古代ベンガラに近い値となった。そ

れとともに凝集粒子も小さくなり、粒子径、凝集粒子径の変化が色彩に大きく影響している

ことが判った。古代ベンガラの作製プロセスの一つとして、粉砕、加熱後に水簸処理を施し

た可能性を示すことが出来た。 

 

次に本研究で明らかとなった課題であるが、古代ベンガラの研究を行う上で、次の 3 点が

課題として残された。 

 

本研究で明らかとなった課題 

1 焼かれた痕跡のみつからないベンガラの存在 

 本研究では古代ベンガラ試料に XRD で-Fe2O3が検出されることがあった。また TEM 観察

によって針状粒子や、脱水孔を観察することが出来た。これらのことから、熱履歴があると

考えらたが、これらの痕跡がない試料の場合、加熱されたのかどうかの判断が今のところつ

かない。加熱されていないという、積極的な証拠をまだ見つけられてはいない。また、上記

のような加熱された痕跡がある試料について、オキシ水酸化鉄から-Fe2O3への変化が地中で

起きていた場合でも人間による加熱処理を受けたと判断されることも考えられ、これからの

課題であると考えられる。これを解決するためには多角的な分析と複合的な判断が必要であ

ろう。 

 

2 六角柱状および六角板状の単結晶粒子の存在 

 本研究においてパイプ状ベンガラ以外の古代ベンガラには六角柱状単結晶粒子や六角板単

結晶状粒子が存在していた。しかしながら、天然鉱物を用いて作製したベンガラにはそのよ

うな粒子は存在しなかった。これは-FeOOH を加熱しただけでは生成しない粒子であると考

えられる。3 の課題とも関連するが、この粒子が作製当時からあったのか、埋蔵中に生成し

たのかは分からない。このような粒子が生成する条件が解明されればおのずとその問題も解

決すると考えられる。 

 

3 埋蔵環境の問題  

 古代ベンガラは弥生時代でも 2000 年近く、そして旧石器時代の遺物であると 1 万から数万
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年の間土中に埋蔵されていたことになる。-Fe2O3は大変安定な物質ではあるが、これだけの

時間地中に存在していた場合、何らかの変質があったとしてもおかしくない。上記の六角柱

状粒子や、第 7 章の関山遺跡のベンガラに見られたシート状の物質等は天然鉱物および BIOX

によって作製されたベンガラでは観察されていない。また、Al や Si の存在状態も変化する可

能性もある。古代ベンガラを研究するにあたり、常にこうした可能性を考えておく必要があ

る。この問題に関しても、多角的な分析・検討が不可欠であるが、その他にも様々な時代や

地域の遺跡から出土したベンガラを数多く調査研究することも重要であると考える。 

 

今後の展望 

本研究は現在まで酸化鉄系赤色顔料として、ひとまとめにされていたベンガラについて、

材料学的なアプローチで詳細に検討した今までにない研究であるが、それ故に分析した古代

ベンガラの数はまだまだ少ない。しかしながら本研究により、これからの古代ベンガラにつ

いての材料学的研究の基礎が出来たと自負している。今後、本研究の手法を用いて数多くの

遺跡出土ベンガラを分析検討し、それらについて総合化してゆけば、古代ベンガラの特徴な

らびにその作製技術が明らかになると同時に、ベンガラを取り巻く技術、人、モノの流れ、

文化について様々な知見が得られ、謎に満ちた古代文化が解き明かされていくのではないか

と考えられる。また、今後このような材料学的研究が古代ベンガラ研究だけでなく、様々な

文化財の分析、研究そして保存の場面で生かされていくことが期待される。 
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第 9 章 総括 

 

本研究は遺跡から出土した古代ベンガラについて材料科学的にその特徴を明らかにし、古

代におけるベンガラの作製技術を探ることを目的とした。そのために実際に遺跡から出土し

たベンガラ試料について、色測定、蛍光 X 線分析、XRD 測定、SEM 観察に加え、TEM 観察、

比表面積測定、磁気特性評価等、古代ベンガラに対して現在まで日本では行われてこなかっ

た分析法も含めて詳細に分析検討した。今回分析に供した-Fe2O3の含有量の多い古代ベンガ

ラ試料を現代の工業ベンガラ、近世の吹屋ベンガラ、化学合成した-Fe2O3と比較することに

よって色彩や粒子サイズや磁気特性について古代ベンガラ試料の特徴を明確化することに成

功した。また、古代ベンガラの原料となりえる天然の赤鉄鉱や天然の水酸化鉄を用いてベン

ガラを作製し、古代ベンガラと比較することによってその原料および作製プロセスに迫った。

その過程で、古代人が色彩の向上を狙って水簸処理を行っていた可能性を示した。 

さらに、近年、古代ベンガラの SEM 観察が行われるようになって初めてその存在が知られ

るようになったパイプ状ベンガラ試料の一つである鹿児島県関山遺跡の古代ベンガラ試料に

ついて、水簸によって土壌由来の不純物をほぼ全て除去することに試み、当時のベンガラの

姿を取り戻すことに成功した。そのうえで成分や微細構造を解析し、鉄酸化細菌が作る酸化

鉄を加熱して得られた試料と比較することによって、パイプ状ベンガラのこれまでに知られ

ていなかった微細構造を明らかにし、パイプ状ベンガラが確かに高温の熱履歴を経ているこ

とを見出した。以下にこれらの結果をまとめる。 

第 1 章では本研究の背景、目的、特徴および本論文の構成について述べた。 

第 2 章では熊本県下扇原遺跡（弥生後期 2–3C）出土ベンガラのうち、住居址から出土した

高純度-Fe2O3 であった試料 B について材料科学的に詳細に解析した。試料 B は鮮やかな赤

黄色を呈し、ほぼ-Fe2O3の単一相であり、Al2O3や SiO2を 1.8～3.8 wt%含み、粒子径が多様

で相対的に小さく、非晶質相を伴っていた。赤鉄鉱試料、鬼板加熱試料、吹屋ベンガラ、工

業ベンガラ、合成-Fe2O3と比較したところ、天然鉱物から作製したベンガラとその特徴が似

ていたため、原料としては天然鉱物の可能性を示した。また、天然鉱物から作製したベンガ

ラを水簸処理すると下扇原 B の色彩および粒子径に近づいた。このことから製作技法として

は粉砕、加熱の他、水簸処理の可能性を示した。 

第 3 章では下扇原遺跡の土坑（SK100）から出土した古代ベンガラ試料を出土時に目視に

より 5 種類に分類した試料（K1–K5）を材料科学的に詳細に解析した。最も鮮やかな色を呈

した試料 K1 の主構成相は-Fe2O3と-Fe2O3であり、数%の Al、Si を含んでおり、その他の不

純物はそれぞれ 1 wt%以下であったが、試料 K2–K5 は色味も悪く不純物相が多かった。試料

K1–K5 の色彩の鮮やかさと不純物含有量、粒子径はよい相関を示したことから、不純物や粒

子径が古代ベンガラの色彩に大きく影響することが確認された。 

試料 B と試料 K1 がサンプル中で最も高純度かつ微粒子であったことから、試料 B と K1

に注目し、詳細な分析を行い両者に含まれる-Fe2O3が本質的に異なる性質を有することを明

らかとした。微量に含まれる Al や Si は非晶質シリケートもしくは、-Fe2O3に固溶した状態

で存在すると考えられた。また試料 B と試料 K は同様な粒子も多かったが、K1 の方が相対
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的に粒子は大きく、またそれぞれの試料に異なった粒子形態が観察され、両者は異質なベン

ガラであると考えられた。磁気特性においても、試料 K1 中の-Fe2O3の半分がモーリン転移

をおこしているのに対し、試料 B の-Fe2O3はその 80 %がモーリン転移を起しておらず、両

者は異なる性質を持った-Fe2O3であることが確認された。下扇原遺跡では異なる原料や技法

で製作されたベンガラが存在し、古代人はそれらを使い分けていたと考えられる。 

第 4 章では下扇原遺跡とは時代も地域も異なる奈良県室宮山古墳外堤住居址（古墳前期 

4–5 C）出土ベンガラ試料を、近世から昭和初期まで作製されていた吹屋ベンガラ、現代の工

業ベンガラ、合成-Fe2O3と比較しながら材料科学的に詳細に解析した。室宮山の試料は吹屋

ベンガラ、工業ベンガラおよび合成-Fe2O3 よりもくすんだ色調であったが、合成-Fe2O3 よ

りも赤味が強く、工業ベンガラと同様の色相であった。また、Fe2O3成分を 92.3 wt%含み、そ

の中で 4 % 程度は-Fe2O3であった。また、Al2O3や SiO2成分をそれぞれ 2.1、4.3 wt%含み、

それらは石英、雲母鉱物および粘土鉱物として存在することを明らかとした。粒子の形態は

球状の粒子が最も多いものの、多様な形態の-Fe2O3を含んでいた。中には大きな単結晶粒子

の周りに微粒子が付着している特異な粒子形態が存在した。さらに格子定数が若干縮んでお

り、Al や Si の固溶が考えられた。 

第 5 章では古代において一般的であったと思われる赤鉄鉱およびオキシ水酸化鉄を用いた

ベンガラの作製技術に迫るため、天然に産出する赤鉄鉱、天然に存在するオキシ水酸化鉄で

ある鬼板や黄土（リモナイト）を用いてベンガラを作製し、これらの原材料からどのような

ベンガラを作製できるのか、詳細に検討した。 

赤鉄鉱は工業ベンガラや古代ベンガラ試料と比較してかなりくすんだ色であった。Fe2O3

成分は 91 wt%程度で他に Al、Si、P、と As を含んでいた。赤鉄鉱中の-Fe2O3は格子定数も

純粋な-Fe2O3と同程度であり、純粋な-Fe2O3であると考えられる。粒子形態は 10–20 nm の

球状粒子とその凝集体が様々な大きさで存在している一方で、紡錘形の粒子が存在すること

が特徴的であった。また、平均粒子径 5.4 nm の超微粒子も存在した。さらに 300 nm–1 m の

板状粒子や、粘土鉱物と考えられる粒子も存在し、粒子形態はバラエティに富んでいた。 

鬼板試料の主構成相は-FeOOH で Fe2O3成分を 86.6 wt%含有しており、石英や粘土鉱物が

共存していた。加熱すると両試料中の-FeOOH は 300°C 程度でヘマタイトに相転移し、900°C

程度で結晶性が良くなり、色彩も加熱試料中最も鮮やかになった。加熱温度の上昇とともに

Al が固溶し、結晶の格子定数は縮小した。加熱後も粒成長が進まず、粒子径は小さいままで

あった。 

リモナイトの主成分は-FeOOH であり、僅かに CaF2（fluorite）を含み、-FeOOH の結晶

格子中には僅かに Si が固溶していた。その粒子形状は数 nm×100 nm の微細な針状粒子で、

工業-FeOOH よりも微細であり、それらが凝集して数m の凝集塊を形成していた。300°C

以上の加熱処理試料は全て-Fe2O3となった。300°C では-Fe2O3の結晶格子中に僅かに Si を

含んでいたが、加熱処理温度の上昇と共に Si が非晶質シリケートとして-Fe2O3 と相分離し

た。300–700°C までは数 nm の粒子と針状粒子が存在し、-Fe2O3ではあってもモーリン転移

を示さなかったが、900°C になると 100 nm 程度の球状粒子となり、モーリン転移を示した。

この試料に対し水簸処理を施したところ、赤鉄鉱、鬼板試料同様に古代ベンガラの色彩及び
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粒子形に近づいた。 

第 6 章では古代ベンガラと天然鉱物から作製したベンガラを比較することによって古代ベ

ンガラの作製方法を検討し、古代ベンガラが天然鉱物を加熱して作製した可能性が高いこと

を示した。また、-Fe2O3、脱水孔、棒状粒子の存在などは加熱処理の証拠となるため、古代

ベンガラの研究上大事な要素であることを確認した。天然鉱物から作製したベンガラの

-Fe2O3 は純粋な-Fe2O3 とは異なる磁気特性を示すとういう特徴を見出した。各試料の球相

当径を比較すると、天然鉱物から作製したベンガラの方が相対的に大きく、色測定でも古代

ベンガラよりもくすみがちであった。これらは水簸処理によって古代ベンガラに近づいたた

め、天然鉱物が下扇原遺跡および室宮山古墳外堤住居址から出土した古代ベンガラの原料で

あると考えられる。水簸処理は古代において鮮やかなベンガラを得るための一つの重要な手

段であった可能性を提示した。 

第 7 章では、第 2 章から第 4 章の古代ベンガラとは形態が全く異なるいわゆるパイプ状ベ

ンガラを取り扱った。関山遺跡から出土したこのパイプ状ベンガラ試料には目視でも土壌由

来成分がふんだんに含まれていることが確認されたため、まずは水簸によって不純物を除去

することを試みた。水簸は古代ベンガラ試料中の不純物を除去するのに非常に簡便で有効な

手段であることを示し、関山遺跡出土パイプ状ベンガラの往時の姿を取り戻すことに成功し

た。水簸後の試料について、分析電子顕微鏡法を用いてパイプ状ベンガラの微細構造を明ら

かとし、パイプ状ベンガラが確かに高温の熱履歴を経ていることを微細構造の観点から見出

した。更にこれまでの古代パイプ状ベンガラサンプルでは全く検討されていなかった-Fe2O3

の磁気特性を詳細に検討し、本古代ベンガラ試料の-Fe2O3の本質に迫った。関山遺跡の古代

ベンガラは現在の工業ベンガラよりもくすんではいたが、同様の色相であった。鮮やかさは

鉄酸化細菌由来の酸化鉄を加熱して作製した試料に近かった。SEM 観察に加え、従来研究で

は行われてこなかった TEM および STEM 観察によって、古代パイプ状ベンガラ試料が純粋

な 10–100 nm の球状-Fe2O3と Al-Si 系の非晶質酸化物によって 4–30 m のパイプ形状を成し

ていることを見出した。また、鉄酸化細菌（Leptothrix ochracea）の作る酸化鉄を加熱した試

料と共通点が多く、鉄酸化細菌由来の酸化鉄を原料として加熱処理によって作製されたこと

はほぼ間違いないと考えられるが、両者の組成や一部形態が異なっており、この点に関して

詳細な検討が必要である。水簸をしても強磁性成分は残存したものの、-Fe2O3のモーリン点

を検出でき、本試料の-Fe2O3が大変純粋であることが明らかとなった。 

第 8 章では総合討論として、本研究によって得られた成果と明らかになった課題を述べ、

今後の展望について述べた。 

以上の成果は今後のベンガラ研究のみならず多くの文化財の保存や研究の上でも重要な基

礎研究となったと考えられる。また古代にも現代の科学技術に通じる技術が存在していたこ

とを示すことが出来たのは大変意義深いことであると考える。 
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