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東ロシア地域の地質と鉄資源情報
－特に先史時代における鉄器の鉄鉱石の起源推定に関連して－

　
松 枝 大 治 *（北海道大学・名誉教授）

　　Information of Geology and Iron Resources in East Russia, with Special Reference 

to the Estimation on the Source of Iron Ore for Ironware in Prehistoric Times

 Hiroharu Matsueda* (Professor emeritus at Hokkaido University))

Abstract:     In this study, the intimate relationship between the source of iron ore and ironware production in prehistoric ages in 

East Russia was investigated based on the viewpoints of resource geology, especially that of the transference of smithy technology 

in the Okhotsk culture.

     Geologically and tectonically, iron resources in East Russia tend to be distributed in the peripheral zones of Precambrian to 

Paleozoic-Mesozoic geosynclines surrounding the Siberian Shield on the Russian continent. Formations of iron deposits might 

have survived from the Precambrian to the Cenozoic Eras in various styles such as stratabound, magmatic, skarn, vein types and 

their residual weathering soils and/or placer sand deposits.

     Considering the sporadic distribution of placer and/or residual types of iron deposits along Lake Baikal, the River Amur area, 

it may be assumed that in this area, ironware was produced by baking placer iron sands and/or iron-rich residual weathering soils 

such as laterite using primitive furnace conditions. According to a former study, smithy techniques in the Okhotsk culture might 

have originated on the west coast of Lake Baikal. However, it may be that nearby placer iron sands and/or iron-rich soils were 

occasionally utilized along the river through cultures to the east,  not only by the transportation of iron steel from a distance.

     One theory which states that the iron source could have come from China or Mongolia, which lie on the southern border with 

Russia, may not be feasible due to geological and environmental backgrounds.

     For an accurate estimation of the source of iron ore used for ironware production in prehistoric ages, special attention should 

be paid to the following subjects: 1) investigation of detailed background of geology and underground resources in the area, 2) 

selective partitioning of individual siderophile and lithophile elements between iron steel and slag during iron smelting in the 

furnace, 3) mineralogical and geochemical investigations both for slag and ironware obtained from ancient excavations and 

furnaces, and 4) determination of deoxidizing substances for iron oxide ore such as charcoal, coal and other sources.

Keywords: East Russia, geology and iron resources, placer and residual deposits, prehistoric ironware, source of iron 
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１．はじめに
先史時代において，石器時代から青銅器時代を経て，鉄元素は鉄器時代に人類の文明の発達に多大

な貢献をして重要な足跡を残した。考古学的見地からは，遺跡から発掘される多様な鉄器類は，当時

の生活様式その他をひも解く上で重要な物的証拠となっていることは言うまでもない。しかし，単な

る生活様式や文明が営まれた場所の地理的変遷の解明に留まらず，当時の文明に大きく寄与した鉄器

の原料（鉱石 ) の起源を探ることは，当時の流通経路や文明の発達・変遷に加え，交易の空間的変遷

の解明に大きく役立つと考えられる。

ロシア ( 旧ソ連邦 ) は，広大な国土や地質的背景の恩恵もあり，世界的にも有数な鉱産資源に恵ま

れた国である。冷戦時代には ｢鉄のカーテン｣ としてその名を馳せたように，同国における鉄の地

下資源埋蔵量は群を抜いて豊富 ( 世界最大 ) であることが判る ( 表 1)。考古学的見地から，特にバイ

カル地方を中心として発達した鉄製品の流通と鍛冶技術の移転や鉄元素の起源等に関して，関係研

究者の間では極東地方のみならず我が国のオホーツク文化との関連が大きな関心の的となっている
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(Snopkov et al. 2012，天野 2012，Kharinskiy 2012 など )。

残念ながら，資源関連情報公開における旧ソ連邦時代以来の閉鎖的な環境と政治的な背景等から，

入手可能な関連情報が著しく限られて偏りもあったため，本研究でも情報量の乏しい中での検討とな

ることはご了承願いたい。また，著者は古代における鉄製錬や加工技術等に関しては専門外であるこ

とから，それらについては基本的にあまり触れない。ここでは，専ら東ロシアにおける地下鉱物資源

ポテンシャリティーの観点から，特にバイカル湖周辺域の鉄器文明育成に密接に関与した鉄鉱石の起

源を探ることを目的として，地質学的・鉱床学 ( 資源地質学 ) 的および地球化学的見地から検討を行

うことにする。

２．鉄元素の地殻元素存在度と鉱物学
銅・鉛・亜鉛を始めとした各種重金属元素と比べると，鉄元素の地殻存在度 (Crustal Abundance)

は約 5w％と比較的高く ( シリコン，アルミニウムに次いで第 3 位 )，通常の岩石中にも普通に含ま

れる金属元素である。 代表的な含鉄鉱物として， 次のような多様な鉱物群が挙げられる：酸化鉱

物 Oxides( 磁 鉄 鉱 magnetite Fe3O4； 赤 鉄 鉱 hematite Fe2O3； チ タ ン 鉄 鉱 ilmenite FeTiO3 等 )， 硫 化 鉱

物 Sulfides( 黄鉄鉱 pyrite FeS2；磁硫鉄鉱 pyrrhotite Fe1-XS；黄銅鉱 chalcopyrite CuFeS2 等 )，水酸化鉱

物 Hydroxides( 褐鉄鉱 limonite FeO(OH)・nH2O；針鉄鉱 goethite α -FeO(OH)；鱗鉄鉱 lepidochrosite γ

-FeO(OH) 等 ) など。

これらの含鉄鉱物は，各種鉱化作用に伴って生成した金属鉱床産鉱石のほか，一般的な岩石 ( 火成

岩，堆積岩，変成岩類 ) にも普通に含まれると共に，それらの風化産物や熱水 ( 温泉 ) 変質作用に伴

う変質鉱物などとしても産する。その他，地表条件での物理的 ( 運搬・濃集 )・化学的 ( 分解・沈澱 )

作用による鉄元素の濃集体として産することもある ( 砂鉄等の漂砂鉱床やラテライト等の風化残留鉱

床など )。

通常，近代的な熔鉱炉 ( 高炉 ) などを使用しない場合，これらの含鉄鉱物濃集体 ( 鉱石 ) については，

それぞれ次のような処理を施すことにより金属鉄を取り出し，加工・利用することが考えられる。

酸化鉄鉱物：還元剤 ( 木炭・石炭や石灰岩等 ) を加えて，還元焼成 ( 高温加熱 )；硫化鉄鉱物：酸化

的雰囲気下での焼成 ( 硫黄の酸化 ) と再還元（中～高温）；水酸化鉄鉱物：加熱・還元を伴う脱水還

元焼成 ( 比較的低温，脱水・還元 )。

これらのうち，最も効率的で簡便な製鉄手順としては酸化鉄鉱石 ( 各種酸化鉄鉱床や漂砂鉱床産な

ど ) を用いる方法であるが，鉄の濃集度が高ければラテライト ( 水酸化鉄に富む鉱石 ) の様な風化土

壌が過去には用いられたことも想像される。

鉄金属元素に富むいわゆる鉄鉱石は，このように地殻元素存在度が高く入手しやすい鉱石であるの

みならず，金属鉄の分離 ( 抽出 ) も比較的容易であったことから，古くから人類の歴史の中で利用さ

れて来たと考えられる。しかし，鉄金属を効率的かつ低エネルギーで取り出すためには，当然のこと

ながら鉄濃集度の高い鉱石を基に製錬するのが望ましいことは言うまでもない。

遺跡等に産する鉄器の原材料の起源を求める場合，いわゆる鉄鉱石産地からの距離 ( 流通経路にも

関係 ) のみならず，鉄鉱石の質 ( 鉱石タイプ ) や焼成技術の程度等の各種要因にも左右されるであろう。

ここでは，バイカル湖および極東地域に見られる鉄器文化の発達と起源解明の観点から，近隣の鉄資

源分布および鉱石タイプに着目した検討を行う。

なお，先史時代には鉄金属として隕鉄を利用した記録もあるようだが，量的にもそれが主体となっ

たとは考えられず，ここでは検討の対象から外すことにする。

３．東ロシアの地質・テクトニクス背景と金属鉱床区
３－１．地質とテクトニクス

検討対象地域の鉄資源および石タイプを検討する場合，まず本地域の広域的な地質環境および分
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布岩石等を理解しておくことが必要であることから，ここではロシア東部の地質構造区分と地質概要

について述べる。それらについては，これまで多数の報告がなされている ( 金属鉱業事業団 1995a，

1995b，2001， 2002，石油天然ガス・金属鉱物資源機構 2005 ほか )。それらの精度・信頼度等につ

いて十分な検討を行ってはいないが，本論文の趣旨を考慮して，ここではその概略を述べる程度に留

める。

図１にロシア全土における地質構造を示す。概観すると，先カンブリア界からなる大きな２大楯 (

卓 ) 状地 ( ロシア－バルト楯状地とシベリア楯状地 ) が基盤として存在し，その周囲を取り囲んで中

～古生界の地向斜地帯が分布する傾向が認められる。このことは，先カンブリア代以降の地質時代の

プレート活動に基づき，当時存在した小大陸地塊 ( マイクロプレート ) が離合集散を繰り返した結果，

シベリアを含む現在のユーラシア大陸を構築したものと考えられる。

図２の地質概要図に示されるように，バイカル湖地域を含むロシア東部 ( シベリア ) における地質

は，大別して主に先カンブリア界 ( 始生代～原生代 ) の変成岩類および花崗岩類からなり，広大なシ

ベリア台地の大部分が先カンブリア界 ( 原生代 ) ～古生界から構成されている。当地域の基盤をなす

シベリア楯状地のほか，その周囲に発達する地質体は主に中～古生界の堆積岩類および火山岩類から

なる地向斜・付加体堆積物等である。

本研究の主な対象となるバイカル湖－アムール川流域の地質概略図を図３に示す。それによれば，

バイカル湖はこのシベリア楯状地の南中央部のほぼ北東―南西に延びる構造体外縁に沿って分布する

ことから，位置的にも本楯状地における重要な構造線と関連し，その生成がバイカル湖の形成にも深

く関与していることはほぼ間違いない。

なお，ロシア南東部や極東ロシア南部・北部における詳細な地質・テクトニクスおよび金属鉱物資

源等については，石原・神谷 (1994)，Khanchuk (1994)， Ratkin (1994) 等にまとめられているのでそ

ちらを参照されたい。

３－２．金属鉱床区と鉱床タイプ

図４には，Smirnov (1977) によるロシア全土における地質構造区分と金属鉱床区の分布が示されて

いる。そこでは，楯状地および地向斜帯における金属鉱床生成期ごとの鉱床分布範囲と鉱床生成区が

示されている。

それに基づけば，ロシア・シベリア両楯状地内には少数の正マグマ鉱床や層状鉄・銅鉱床等を除い

て，見るべき金属鉱床は認められない。むしろ，両楯状地を取り巻く地向斜性の地質体中に，顕著な

金属鉱床区が分布する傾向が認められる。金属種は，金・銀・銅・鉛・亜鉛・錫・タングステン等多

様であるが，特に本研究の鉄資源に関して図２を併せて考慮すると，楯状地縁辺部および楯状地を取

り巻く地向斜性地質体中には，マグマ性および変成型鉱床のほか，風化残留型や漂砂型鉄鉱床が多数

分布することがわかる。

４．ロシアにおける鉄資源
4 － 1．鉄資源の分布と時代

旧ソ連邦時代の分類記載ではあるが，図５に地質時代ごとの鉄鉱床タイプ・規模および鉄鉱石タイ

プが示されている（Smirnov 1977）。地質背景も考慮すると，シベリア楯状地の様な先カンブリア界

からなる楯状地内部では，主に変成岩型 ( 層準規制型鉄鉱床？ ) に加え，海成炭酸塩型 ( 層準規制型？

) およびスカルン ( 接触交代 ) 型の大～中規模鉄鉱床が分布すると考えられる。また，小規模のマグ

マ性鉱床も存在するが，いずれも鉄酸化物鉱石タイプの鉱石とされている。楯状地外縁部の中・古生

界中に分布する鉄鉱床は，小～大規模のマグマ性～スカルン型および熱水鉱脈型鉱床が存在すること

が示されている。このほか，各地質時代における風化型 ( 風化残留型ないし漂砂型 ) 鉱床の記述もあ

るが，これらは源岩の地質時代による区分と思われ，その生成は現世と推定される。鉱石タイプも鉄

酸化物鉱石のカテゴリーに入れられてはいるが，恐らくこれは水酸化鉄 ( 褐鉄鉱等 ) などを含む現地
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性風化残留型の鉄鉱石 ( ラテライトなど ) と解釈する方が妥当であろう。

図２に基づけば， ロシア全体では多数の鉄鉱床区が存在し，それらが楯状地周辺や地向斜帯に沿っ

て分布する傾向が特徴的に見られる。ロシア楯状地内には顕著な鉄鉱床は認められないが，楯状地の

南縁部には変成岩型および風化殻（風化残留型？）と共に大陸性堆積型鉄鉱床，同北西部のバルト楯

状地にはマグマ性および変成岩型鉄鉱床，また同楯状地と西シベリア低地に挟まれるウラル地向斜帯

および南部のアンガラ地向斜帯にはマグマ性鉄鉱床が発達する。

一方，主な検討対象であるシベリア楯状地の鉄鉱床分布に着目すると，楯状地内にはロシア楯状

地と同様に顕著な鉄鉱床の存在は認められず，僅かに少数の鉱脈型および層状鉱床 ( 金属種不明 ) や

漂砂鉱床 ( 砂鉄 ) が存在するのみで，資源的には乏しいものと考えられる。楯状地外縁部の鉄鉱床は，

図２の地質・鉄鉱産図によると，楯状地南西部外縁帯における先カンブリア界 ( 原生代 ) 変成岩中の

中規模層状酸化鉄鉱床タイプ ( 詳細な産状・成因は不明 ) や，南部～南東部にかけての先カンブリア

界～中古生界中に認められるマグマ性鉄鉱床が主体となっている。なお，シベリア楯状地と西シベリ

ア低地帯の間には南北に細長く延びる海洋型堆積性鉄鉱床が発達するとされている。

４－２．バイカル湖周辺－アムール川流域の鉄資源分布

図６は本研究対象地域における詳細な金属鉱床分布を示す。図からわかるように，北部に発達する

シベリア楯状地の外縁に多様な鉱物資源が分布するが，鉄資源に着目するとシベリア楯状地外縁部と

アルグン川－アムール川流域に沿った鉄鉱床の分布傾向が認められ，極めて興味深い。

前述の河川流域に沿って分布する鉄鉱床の詳細を見ると，本流域に沿う多数の鉄・非鉄金属鉱脈型

や網状鉱床および漂砂鉱床が分布する傾向があると言える ( 図７)。

図６・7 を併せて考慮すると，特にバイカル湖東部には鉱脈～網状型の各種金属・非金属鉱床の発

達が顕著で，脈状～層状を含む多様な鉱床タイプが分布する傾向がある。さらに，楯状地南縁辺部の

アルダン地塊 ( 先カンブリア界 ) 中には層状鉄鉱床，またアムール川沿いにも層状～レンズ状鉄鉱床

や少量の漂砂～風化残留型鉱床 (?) が存在する。

なお，バイカル湖西部にも楯状地内を含めて多数の層状非金属鉱床のほか，北～北西部には熱水性

不規則塊状～スカルン型，層状鉄鉱床など多様な金属鉱床が発達し，一部には正マグマ性鉱床や漂砂

型鉱床の存在も知られている。楯状地内にはそれほど顕著な鉱床の発達は認められないが，層状鉄鉱

床および漂砂鉱床の存在もあるようである。

５．鉄器の鉄の起源
5 － 1．鉄鉱石の起源推定

　先史時代，特に鉄器時代における鉄器原料 ( 鉄鉱石 ) の起源推定は，当時の文化，加工技術や交易

等を考察する上で極めて重要な課題である。特に，バイカル湖－アム－ル川流域に発達した鉄器文化

の解明は，オホーツク文化との関係を明らかにして行く上で多大な貢献をするものと期待される。

天野（2012）は，オホーツク文化の鉄鋼製品の産地推定と鍛冶技術のルーツに関して，北海道の利尻・

礼文島遺跡や東北北部の各遺跡から産出した鉄鋼製品の種類，形状などからバイカル湖－アムール川

流域産との比較検討を行った。それに基づき，同文化の鍛冶の特色を明らかにすると共に，鉄器類の

化学分析結果を基に外来鉄器の起源を類推している。さらに，鍛冶技術の伝搬に関して同地域の遺跡

に残された製錬炉の年代や製錬技法を明らかにすることにより，オホーツク文化における鍛冶技術が

バイカル地方にあるとの推論を述べた。

一方，Kharinskiy（2012）や Snopkov et al.（2012）等によれば，バイカル湖西部の Kurma 川流域

には紀元前後に小規模な金属加工場が発達し，鉄器を産出する Kurminsky 遺跡の存在が知られている。

本地域の地質は始生代～原生代の地質体からなり，始生代の石灰岩や結晶片岩類，花崗岩質片麻岩

類，下部原生代の花崗岩～超塩基性貫入岩および同質変成岩類，上部原生代の炭酸塩岩類のほか，珪

岩や砂岩および結晶片岩類から構成されている ( 図 8）。同遺跡から産出する鉄器原料の起源を探る
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ため，周辺の詳細な地質およびサンプリングが実施され，採取土壌サンプルについて，磁力選鉱によ

る磁鉱物の分離と鉄含有量の定量元素分析が行われた (Snopkov 2012)。その結果，鉄含有量は約 1.5

～ 11wt.% 程度で，それほどの高品位鉱石であるとは言えない。また，本地域表層部に分布する初生

岩石の組織的な帯磁率測定と，構成主要鉄鉱物種同定を目的とした各種粘土や岩石類の岩石磁気学的

検討 ( 熱消磁等 ) により，その主要構成鉄鉱物が磁鉄鉱 Fe3O4 であり，風化土壌に含まれる磁鉄鉱が

本地域の鉄器の原材料である可能性を明らかにしている。

　4 － 2 で述べたように，バイカル湖－アムール川流域では変成岩中に層状鉄鉱床やマグマ性鉱床お

よび鉱脈～網状鉱床等が発達し，それらを起源とする風化残留型或いは漂砂型砂鉄鉱床が本河川流域

に沿って分布していたと推定される。これらを考慮すると，Kurminsky 遺跡産鉄器の鉄の起源は，風

化残留型鉱床に分類されるラテライト等の既存岩石の風化産物である現地性鉄元素濃集体が考えられ

る。また，アルグン川やアムール川に代表される大規模河川の場合，河川沿いに分布する火成岩，変

成岩，堆積岩等の各種岩石が風化・浸食作用を経て，耐風化性鉄酸化物が河川流路に沿って運搬され，

その途中で物理的作用 ( 比重選別等 ) を受けて集積すれば，濃度の高い高品位鉄鉱石 ( 砂鉄 ) となる

ことは容易に推定される。この場合，一般的には鉄酸化物・水酸化鉄 ( 磁鉄鉱，赤鉄鉱，チタン鉄鉱，

褐鉄鉱，針鉄鉱など ) として河川で濃集することが多く，これらは鉄含有量が高く採掘も容易であり，

また低～高温条件で還元焼成することにより，比較的容易な技術で効率よく鉄金属を回収することが

可能である。

層状鉄鉱床などは高鉄含有量の代表的な鉄鉱床で，鉄鉱石の起源として有力候補の一つとはなる

が，果たしてこれが有用鉄鉱石であることが先史時代に認識できていたかどうかは不明である。また，

このような鉱床の地表での露出は著しく限られていることから鉱床発見率が低く，また当時はこれを

採掘する技術も身に付けていなかった可能性の方が高い。さらに，このような鉱石の採掘とその後の

金属鉄の還元抽出にはより高度の技術と設備が必要であり，現実的には本鉱床産鉱石を利用したとは

考えにくい。

通常の新鮮な未風化岩石中には，含鉄鉱物 ( 雲母，角閃石，輝石などの珪酸塩鉱物 ) も存在するが

鉄含有量は少なく，それらから鉄金属を抽出するのは酸化鉱物からの抽出に比べてはるかに高度な技

術を要するため考えにくい。一方，本地域に多数分布する熱水性鉱床産の鉄含有鉱物は，一般に硫化

鉱物 ( 黃鉄鉱など ) の可能性が高く，この場合にはそれほど高温の加熱焼成は要しないものの，酸化

分解と高温還元の複雑な操作が必要となる。また，その精錬過程で生じる硫酸の処理その他が大きな

問題となることから現実的ではなく，遺跡の製鉄炉跡などから発見される鉱滓 ( スラグ ) 中には，必

ずしも硫化物焼成の証拠 ( 硫化物残滓など ) が残ってはいないようである。

それに比べると，鉄品位は低いがある程度の鉄成分濃集体に富む風化土壌 ( ラテライトなど ) の還

元焼成の手法であれば，鉄金属の抽出は容易であり，その他の含有不純物等も焼成反応過程でシリカ

（珪酸）と結合し，珪酸塩化合物として除去されるためより高純度の鉄金属の入手が可能となり，比

較的容易に鉄溶融体の抽出が可能であろう。 

したがって，原始的な手法で鉄金属抽出に用いられた “ 鉄鉱石 ” の起源は，ラテライトの様な鉄に

富む ( 水酸化鉄などの鉱物 ) 風化土壌，或いは砂鉄の様な細粒の鉄酸化鉱物濃集体が当時として最も

可能性が高かったと考えられる。但し，この場合にも還元剤として使用されたものがどのようなもの

であったかの特定が必要であろう。可能性としては，木炭や石炭などが考えられるが，その入手法や

産地等も一応考慮しなければならないであろう。近代的な製鉄法では，コークスや石灰石などを鉄鉱

石に加え，高炉を用いて高純度の鉄金属の抽出が行われているが，先史時代にそれが実施されたとは

考え辛い。実際には広い意味での ｢たたら製鉄｣ などの手法で，砂鉄と木炭混合物の焼成により鉄を

得ていたと考えられている。

たたら製鉄よりさらに原始的手法による鉄抽出法については筆者の知識のおよぶところではない

ため，出発物質 ( 鉄鉱石 ) の起源等についてこれ以上は言及できない。

5 － 2．東ロシアの近隣地域における鉄資源分布
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本研究では，主にバイカル湖－アムール川流域およびそれより北域のシベリア楯状地周辺など，ロ

シア領域内における鉄資源分布に着目してきたが，参考のためここで近接する極東ロシア地域および

モンゴル，中国北東部についても簡単に触れておくことにする。

金属鉱業事業団 (1995b，2001) では , 沿海地方からマガダン地域を含む極東ロシア地域における鉄

およびその他の金属資源と非金属資源分布状況が明らかにされている。それによれば，これらの地域

には多数の鉄資源分布が知られている。特に，オホーツク文化の鍛冶技術の移転を考えた場合，後述

するように鉄鉱石の調達はその都度現地で行われた可能性は否定できない。しかし，これ以上の言お

よは著者の入手情報からは逸脱するため，専門家による今後のデータ集積と研究成果を待ちたい。

紙面の関係と現時点で入手できる情報が極めて少ないという理由から，同様に改めて関係図は示さ

ないが，ロシア国境を隔てて南側で接する中国およびモンゴル地域には，特記すべき鉄鉱床の存在は

ほとんど知られていない。また，地質的・地理的背景を考慮した場合でも，両国の国境近傍に顕著な

鉄の起源を求めることは難しいかも知れない。

６．起源推定における検討課題
　考古学において，出土品に関する様々な起源の推定は，当時の交易・文化交流状況や各種技術の発

達・伝搬等に関して重要な情報を提供すると期待される。特に，鉄器などのように加工されて原料物

質の特定が難しいものなどでは，その起源の推定結果は大きな情報をもたらすものと思われる。

ここでは，鉄器原料となる鉄鉱石の起源推定において，一般論も含めて以下にその手法や推定時の

留意事項等を簡単に述べる。

６－１．遺跡近傍の地質と鉱床タイプ

鉄器原料の調達は，当時の交易ルートおよび技術移転ルートが明確にされていない場合には，近

隣の鉱床 ( 鉄濃集体 ) に求めるのが最も簡便であり，また定住生活の理由付けにもつながることから，

遺跡近傍の地質環境や含鉄鉱床の存在および分布を明らかにしておく必要がある。そのとき，併せて

鉱床タイプと構成鉄鉱物の種類などについて詳細に検討しておくことは，鉱石種の推定に有効であ

り，検討されている当時の製鉄技術が適用可能であったかの判定も可能となる。本論文で言およした

鉄資源情報は，あくまでも最近の資源探査・開発がある程度進んだ時点での情報が主体であることか

ら，研究対象となる先史時代には未発見であった可能性も高く，そのまま適用するのは問題があり注

意を要すると言える。

また，焼成温度や製鉄手法により可能な対象鉱石タイプが明らかになるため，当時の初歩的なたた

ら製鉄技術により処理可能な鉄鉱石の種類に関しても，前以て検討をしておく必要がある。最も可能

性が高い鉱石タイプは，砂鉄や鉄に富む風化土壌 ( ラテライトなど ) であることは既に述べたが，そ

れらの分布についても明らかにしておくことが重要であろう。一般に，砂鉄は比重選別が主要な鉱物

集積メカニズムであることから，流れや波浪のある河川や海岸など一定の場所に集積しやすいと考え

られる。本対象地域一帯における砂鉄鉱床 ( 砂金を含む漂砂型鉱床 ) の分布は，ほぼアルグン川－ア

ムール川流域などに沿って分布する事実とも矛盾がない。

一方，風化の進んだ土壌の場合，源岩が鉄に富む岩相である方がより純度の高い鉄鉱石となり得

るため，塩基性火成岩 ( 玄武岩や斑レイ岩など ) や同質の各種変成岩類が有力候補となる。しばしば，

風化石灰岩の表層部にはラテライトの様な岩相が発達することが知られていることから，これも候補

となり得るであろう。その他，シベリア楯状地周辺には多数の層状鉄鉱床が存在する記述もあり，そ

れらの風化産物は大きな候補となり得る。しかし，これらの鉱床由来の鉄鉱石の場合，一般には「餅

鉄」のような塊状のサイズが大きい鉄塊も普通に伴われるため識別しやすく，本地域ではそのような

産出報告例がないことからこの可能性は除外されるであろう。

６－２． 原鉱石の種類特定

　鉄製錬を行った原鉱石の種類 ( 特に鉄鉱物 ) の特定は，製鉄手法の推定に関しても大きな情報源と

なる。特に，それらが酸化物・硫化物，あるいは水酸化物かによって製錬手法に大きく影響すると考
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えられる。通常，硫化物の場合には製錬過程で複雑な作業過程を取る必要があることや，脱硫過程で

生じる種々の問題もあり，現実的に行われたかどうかについては疑問が残る。鉄精錬過程では基本的

に還元製鉄の手法が主になるが，処理鉱石が水酸化鉄か酸化鉄かにより，焼成温度や還元手法等に多

少差が出る可能性が高い。

赤沼 (1995) は青森県西津軽郡の杢沢遺跡産の鉱滓や砂鉄の元素分析を行ったが，その結果を受け

て天野 (2012) は，鉱滓の Cu, Ni, Co の定量化学分析により外来鉄器の産地推定に役立つとしている。

しかし，一般にはこれらの重金属元素類は塩基性～超塩基性火成岩や火砕岩類に高い濃集度を有する

金属元素類で，必ずしも海外に起源を求める必要はない。杢沢遺跡の地理的位置を考慮すると，近傍

の東北日本の北上帯や早池峰構造帯に広く分布する塩基性～超塩基性岩類に起源を求めても必ずしも

矛盾はないであろう。

砂鉄の種類は，産状と成因の観点から大きく山砂鉄 ( 風化残留型 ) と漂砂型の砂鉄に分類される。

前者は源岩の風化作用等により，造岩鉱物の物理的破壊や化学的溶解・再沈殿等に伴い，特定鉱物や

元素の残留・溶脱作用等により生じた現地性の産物である。一方，後者は前述の岩石の風化作用など

で生じた比重が大きい磁鉄鉱のような耐風化性鉱物が，その後の河川による運搬作用や波浪の影響等

で比重分別を受けて特定個所に再堆積・濃集した異地性のものである。この場合，移動距離が大きい

ほど多様な起源をもつ集積体となり，特定の鉄鉱物の純度も低下するため全岩化学組成のみから起源

を推定することは著しく困難になるであろう。

６－３．鉄器の化学組成分析と製錬鉱石種の特定

鉱石の起源推定のために有効な鉱滓等の化学分析を行う場合，Ti や Al,  Si を始めとした主要元素の

みならず，各種微量元素分析 (V, P, Cr, Ni, Co, Cu や希土類元素 REE など ) を併用することが望ましい。

しかし，鉄鉱石から製鉄を行う場合には，鉄金属・鉱滓等へそれぞれ元素ごとの選択的元素分配の可

能性 ( 親鉄元素，親石元素など ) が強く指摘されるため，格別の注意を払う必要がある。鉄酸化物や

水酸化物の場合，通常のたたら製鉄等の製鉄手法で生じる鉱滓は，溶融鉄を取り出す時に生じた相対

的に比重が軽い珪酸塩溶融体であり，この場合原鉱石中に含まれた各種微量成分を含む親石元素 (O, 

Si, Al やアルカリ金属・アルカリ土類金属元素など ) が鉱滓中に選択的に濃集することが予想される。

したがって，鉱滓に含まれるこれらの元素の種類とその含有量は，出発物質の鉱石タイプ，あるいは

供給源岩の特定にも結びつくと期待される。特に REE に関しては，その濃縮パターンの検討から源

岩の特定やその生成環境推定も可能となる期待がある。

鉄鉱石の起源を考察する場合には，単に鉄器そのものだけの化学分析結果で原鉱石の推定を行うの

は著しく危険であり，鉄器と鉱滓の組合せで検討を行うことが望ましい。実際には，元素の地球化学

的挙動を考慮して総合的な検討を行うことにより，より詳細で精度の高い源岩推定や産地特定につな

がると考えられる。

6 － 4．その他

一般に，砂鉄の起源として考えられているものに花崗岩類中の含鉄鉱物が挙げられるが，これは花

崗岩類が耐風化性の低い長石に富む岩質のため，地表条件では比較的風化作用が進行し易く，結果と

して酸化鉱物からなる砂鉄が生じやすいことに原因がある。我が国では，このような花崗岩類起源の

砂鉄は「真砂 ( まさ ) 系」と ｢赤目 ( あこめ ) 系｣ に大別され，前者は西日本では山陰地方の酸化的

環境で生成した磁鉄鉱型花崗岩中に産し，純度は高いが少量で，製鉄を行うには高温を要すると共に

還元し難い。一方，後者は山陽地方の還元的環境で生成したチタン鉄鉱型花崗岩中に比較的多量に産

し，相対的に低温で融解し還元しやすい。後者は前者に比べて Ti 含有量が高く，本研究の対象とな

ったものがいずれのタイプに属するかは不明であるため，今後の検討結果が興味深い。ただし，安山

岩や玄武岩の様な火山岩類中の鉄酸化鉱物は，比較的 Ti の含有量が高い傾向があるため起源を論ず

る場合には注意を要する。

また，製鉄炉から産出する土器片等の鉱物学的・化学組成的検討も種々の情報をもたらすことが期

待される。見方を変えれば，土器類は基本的に粘土 ( 粘土鉱物 ) の焼結体であるため，製鉄炉の焼成
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温度や焼成時の鉄鉱石との反応により，新たな高温鉱物が形成されている。したがって，それらの生

成鉱物種の同定および化学組成分析により，製鉄炉の焼成温度情報や酸化状態と共に，引いては出発

物質である原鉱石推定にも役立つ可能性を秘めている。今後，鉄鉱石の起源推定に関しては，さらに

新たな視点に立った検討がなされることを期待する。

７．まとめ
本研究では，オホーツク文化や先史時代の鉄器製作における鍛冶技術の伝来等に関わり，特にバイ

カル湖－アムール川流域における鉄器の原料となった鉄鉱石の起源について，主に鉱床学 ( 資源地質

学 ) 的観点から検討を加えた。以下に，本研究で得られた結果および今後の課題について簡述する。

1) 東ロシアにおける地質・テクトニクスと金属鉱床区の検討によれば，鉄資源は特徴的にシベリア

楯状地を取り巻く先カンブリア界 ( 原生代上部 ) ～中・古生界の地向斜帯に集中して分布する傾向が

ある。

2) 鉄鉱床の生成時代は先カンブリア代から新生代までの長きにわたり，層準規制型，マグマ性，ス

カルン型，鉱脈型等の多様な鉱床タイプがあり，またそれらの地表風化産物である風化残留型ないし

漂砂型砂鉄鉱床も認められる。

3) バイカル湖－アムール川流域に沿って，特にこれらの砂鉄鉱床や風化残留型鉄鉱床が点在するこ

とから，それらを原料とした還元焼成による鉄器製作が行われた可能性が高い。

4) オホーツク文化の鍛冶技術の起源をバイカル湖西岸域に求めることは可能であるが，その東方移

転に伴う鉄鉱石の入手は原料鉱石の輸送に頼らずとも，移動時の河川流域に沿って発達する砂鉄鉱床

その他が利用された可能性も考えられる。

6) ロシア国境と南接する中国やモンゴル等の地質・資源環境を考慮した時，それらに鉄鉱石の供給

源を求めるのはやや無理がある。

7) 鉄器製作に関わる鉱石の供給源推定を目的とした化学分析を行う場合，製鉄炉内で金属鉄抽出の

際に生じる各種元素の選択的分配に注意を払う必要があり，分析試料としては鉱滓と鉄器の両方を用

いるのが望ましい。

8) 製鉄炉において鉄鉱石の還元剤として用いられた物質 ( 木炭或いは石炭？ ) およびその産地特定は，

製鉄技術のみならず利用された鉄鉱石の種類や産地推定にも貢献する可能性がある。

9) 鉄器原料の鉱石の起源推定において，より詳細な地質・資源環境の検討に加え，鉄器・鉱滓のみ

ならず製鉄炉内に産する各種煉瓦等について鉱物学的・地球化学的検討も今後必要となるであろう。

まとめとして，バイカル湖－アムール川流域において，河川，湖岸地域は砂鉄，楯状地地域は風

化土壌など至る所に鉄供給源の可能性があり，製鉄原料となる鉄鉱石の供給源は豊富であったと言え

る。今後のさらなる起源特定に関する研究成果を待つところであるが，主な鍛冶技術はバイカル湖地

域に起源を有し，原料の鉄鉱石は現地調達，すなわち，“ 地産地消 ” の可能性が指摘される。この問

題解決には，異なる産地の鉄器そのものの化学分析と詳細な相互比較を行うことにより，何らかの回

答が得られるかもしれない。 

鉄鋼製品の制作や加工にはある程度の技術力や道具等を備える必要があり，時間と労力および設備

等が必要となることから，それなりの集落が形成されたと考えられる。したがって，鉄器生産には鉱

石のみならずその他の原料調達も可能で，しかも集団生活が可能な場所な定住性のある居住空間が必

要であったであろう。日常生活を送りながら製鉄・鍛冶技術の行使を可能にする場としては，水利環

境に恵まれた場所は好適地であったと考えられ，バイカル湖岸や河川流域に沿って遺跡が点在するこ

ととは矛盾がない。

これらのことを考慮すると，発見された鉄器を伴う遺跡からそれほど遠くない場所に鉄器の起源 (

鉱石 ) があったと推定される。西日本では，たたら製鉄技術と鉄製品の伝来に関して，鉄鋼原料は朝

鮮半島から直接持ち込まれて鍛冶技術が国内で発達して行ったという説明もあるようである。しか
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し，オホーツク文化に伴う製鉄・鍛冶技術の伝来に関する詳細な解明は，西日本と異なる古代文明の

移動との関係で重要な情報となり，今後のさらなる精力的かつ詳細な研究が望まれる。

なお最初に述べたように，本研究は歴史的・政治的背景等から限定的に得られた情報に基づく考察

であり，データ不足に加えて考古学的知識の薄い著者による短時間での検討であることから，誤った

認識や問題点も多いと思われる。しかし，従来の考古学的視点からやや離れた新しい地質学的・地球

化学的観点からの考察であることから，今後の考古学的検討の一助となれば幸いである。
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表 1　ロシアと世界の金属埋蔵量 ( 金属鉱業事業団，1995a 引用 )

図 1　ロシアにおける地質構造区分 ( 金属鉱業事業団，1995a 引用 )
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図 2　ロシア ( 旧ソ連邦 ) の地質構造概略図と鉄資源分布図 (Sokolov, 1970 引用 )

図 3　バイカル湖－アムール地域の地質概略図 ( 石油天然ガス・金属鉱物資源機構，2005 引用 )
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図 4　ロシア ( 旧ソ連邦 ) における鉱床生成区 ( 石油天然ガス・金属鉱物資源機構，2005 引用 )

図 5　ロシア ( 旧ソ連邦 ) における時代別鉄鉱床タイプの発達　(Smirnov, 1977 引用 )
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図 6　バイカル湖－極東地域における金属・非金属鉱床と鉱床タイプ分布
　　　( 石油天然ガス・金属鉱物資源機構，2005 改編 )

図 7　バイカル湖－アムール地域の金属鉱床分布図
( 石油天然ガス・金属鉱物資源機構，2005 引用 )
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図 8　バイカル湖西岸，Ol’khon 地域の地質図と鉄鉱徴地分布 (Snopkov et al., 2012 引用 )


