
、 。青銅(せいどう )二義があり 一つは銅にスズを主要合金元素として加えた銅合金のことbronze
一つは広く銅合金の代名詞である。後者は人類の使った銅合金のなかでは青銅が最古のもので、数

千年の歴史をもち、次の黄銅が現れるまでの 年から 年の間、これが唯一の銅合金であっ2000 3000
たためで、英語の も同じ意味に使われる。たとえばアルミ青銅 がその好bronze aluminium bronze
例であり、銅‐アルミ合金でスズはまったく入っていない。この呼称法は 世紀前半まで使われ20
たが、その最後であったベリリウム青銅（銅とベリリウムの合金で、やはりスズは普通加えない）

を第二次世界大戦後ベリリウム銅、英語でも といいかえたのを契機に、その後のberyllium copper
新しい銅合金はチタン銅、ジルコニウム銅、クロム銅のように主要合金元素名に銅をつけてよぶよ

うになっている。 第一の使い方の本来の青銅は、太古には銅とスズの鉱石の混在している山の山

火事で、熱と森林の燃えてできた炭素によって同時還元された両金属が合金化した自然合金として

、 、 。得られ 鉄より耐食性がよく ある程度硬いために工具や鏃(やじり)や刃物に使われたと思われる

やがて人類は、この自然合金が銅とスズからなることを知り、それぞれの鉱石を別々に還元して得

た銅とスズの地金を配合して、用途に応じて種々のスズ％のものをつくった。この用途と組成の関

係を 種に分けて表示したのが中国周代の「金の六斉」である。6
金の六斉

種類 (重量 )Sn %
14鐘 鼎 の斉

17斧 斤 の斉

20才 戟 の斉

25大 刃 の斉

30削殺矢の斉

50鑿 燧 の斉

銅に順次スズを加えていくと、 ％までは銅の赤みが残るが順次黄色くなり、 ％を超すと灰青3 20
色になる。青銅の青はこれからきたと思われる。銅中にスズの溶解する最大量は約 ％で、強さ14
はスズ ～ ％で最高となるが、変形能力の伸びはスズ ～ ％がもっとも大きい。 ～ ％17 18 3 4 12 32
のスズの合金は共析変態があるので、焼入れ・焼戻しの熱処理により相当強化する。昔は ％ス10
ズ程度の青銅の鋳物で大砲をつくったので、砲金 という別名があり、喫煙用のきせるのgun metal
雁首(がんくび)や口金にも使われた。スズの ～ ％に少量の亜鉛を加えると変形力に富んで刻印3 8
しやすいので青銅貨に使われる。 銅‐スズ合金にさらに別元素を加えた本来の意味の青銅系合金

のなかではリン青銅が代表的なもので、パッキング、板ばね材に使われる。軸受用の青銅は十数％

スズを加えて硬いγ(ガンマ)相を出し、美術用は亜鉛、鉛を加えて鋳造性をよくしている。

(どうごうきん)銅を主体とする合金。銅に別の金属または非金属元素の 種または 種銅合金 1 2
以上を加え、銅の優れた特性を生かしつつ改良する目的でつくられる。古くから用いられていた銅

合金は銅とスズの合金の青銅で、これは古代の山火事で銅とスズの鉱石が還元されて自然に溶け合

ってできた合金を人類が入手し、その内訳を知ったのちは人為的に銅とスズとを配合してつくりだ

したものと考えられる。こうして東洋では周代にスズの含有量により青銅を 種に用途分けした金6
の「六斉」がつくられた。第二の銅合金である黄銅（銅‐亜鉛系）の現れたのはローマ時代といわ

れ、長く青銅のみの時代が続いた。このため銅合金を青銅という習慣ができ、内外ともに広く銅合

金という意味で青銅（ブロンズ）という。スズがまったく入っていない合金にアルミニウム青銅、

ニッケル青銅などの名があるのはこのためである。

青銅は共析変化があり、鋼と同じように焼入れ、焼戻しの熱処理効果が利用できるので、スズ以外

の元素を追加してさらに改良を図っているものがあり、リン青銅はその例である。鋳物用には亜鉛

や鉛を加える。 黄銅は亜鉛が ％まで固溶するが、共析変化はないので、この広い固溶による38
強化に加工硬化を加え、さらに低温焼きなまし硬化という現象を利用して強さを得ている。亜鉛の

ほかに一つまたはそれ以上の元素を加えた特殊黄銅もあり、鉄、鉛、スズ、ニッケル、マンガン、

ケイ素がその例である。この二系統以外でよく使われるものは、前記のアルミニウム青銅（銅‐ア

ルミニウム 、洋白（銅‐ニッケル‐亜鉛 、マンガン銅（銅‐マンガン 、ベリリウム銅（銅‐ベ） ） ）

リリウム 、チタン銅（銅‐チタン 、コーソン合金（銅‐ニッケル‐ケイ素 、クロム銅、ジルコ） ） ）

ニウム銅、低ベリリウム銅などの高力高電導合金、計器用線材のマンガニン、軸受用のケルメット

（銅‐鉛 、ばね用の銅‐ニッケル‐マンガン合金などがある。そのほか、現用の 円、 円硬） 50 100
貨の白銅（銅‐ニッケル）がある。

おうどう 亜鉛を銅に加えたものを基台とする銅合金。真鍮(しんちゅう)ともいう。青黄銅 brass
銅よりは出現が後れたが、これと並んでもっとも多い銅合金で、本来は銅‐亜鉛の二元合金。銅の

中に亜鉛は約 ％（重量％）固溶するので、ここまでのα(アルファ)相合金は優れた展延性があ38
り、亜鉛量が増すとともに強さを増し、合金の色は銅の赤から黄色みを増していく。このため古く

から成形加工性のよい強力銅合金として ％亜鉛のものが七三(しちさん)黄銅として利用され、30
また これより亜鉛の少ないものは安価な金色合金として用いられた 固溶限を超えると硬いβ(ベ、 。

ータ)とよばれる体心立方晶の固溶体が混じってきて、亜鉛四十数％でβ 相になるので、βの混1
じった硬くて強い合金で、なおαが主体のために適度の加工性のある ％亜鉛の合金が四六(しろ40
く)黄銅として、硬さや耐摩耗性の必要なところに使われた。この七三、四六に加えて近年は、弾

性材料などに、αの固溶限いっぱいに亜鉛を加えた ／ のものが「ろくご・さんご合金」とよ65 35
ばれてつくられている。 ％亜鉛以下の合金には相変化はないから、焼入れ、焼戻しのような38
熱処理はきかないが、亜鉛は 価で銅より価電子が相当多く、広いα相の合金は加工硬化が大きい4
ので、冷間加工で強さを得ている。さらに黄銅は、普通には加工ひずみの回復がおこるだけの低温

焼なまし中に若干硬化する。この硬化はある値で飽和して軟化には転じないし、この硬化により弾

性的性質は向上し、黄銅の欠点である応力腐食がおこらなくなる。 実用される黄銅には、金ボタ

ン、仏具、金箔(きんぱく)代用に用いられる ％以下の亜鉛のもの、深絞りなどの強加工をして20
65 35 8 20 3利用する前記七三 弾性材の ／ 強力材の四六の各種がある ～ ％亜鉛をトンバック、 、 。 、

～ ％のものを丹銅、四六黄銅をムンツメタルという。 亜鉛のほかに別元素を加えたものが特22
殊黄銅で、スズを加えたネーバル黄銅、アドミラルティ黄銅、マンガンを加えたマンガン青銅、ケ

イ素を加えたシルジン青銅、アルミニウムを加えたアルブラック、鉛を加えて快削性をもたせたハ

ードブラスなど種々の実用合金がある。 低温焼なましをしない黄銅は、加工や鋳造の残留引張り

応力があると応力腐食をおこす。また熱処理中に蒸気圧の大きい亜鉛が部材表皮から抜ける脱亜鉛

がおこるので防止策が必要である。

(はくどう ）銅に ％までのニッケルを加えた固溶体合金。銅にニッケルを白銅 white copper 20
加えていくと、銅赤色が消えてやがて銀白色の合金になるのでこの名がある。硬貨の材料としてよ

く用いられ、現用 円、 円、 円の硬貨はその例である。500 100 50



斉：せい（さい）

① 大小・長短がなく、そろう。でこぼこがない。平らか。ひとしい。均一にする。

「 」 、 。 。斉一・斉整・斉唱・一斉・均斉 ② でこぼこがないように ととのえる おさめる

「斉民・修身斉家」 ③ 礼儀作法を正しくしてつつしむ。おごそか。うやうやしい。

鼎：てい（かなえ）

古代中国で使われた、三本足の鉄のかま。

「鼎の軽重（けいちょう）を問う （周の定王の時、楚の荘王が周の王室に伝わる宝であ」

る九鼎（きゅうてい）の大小・軽重を問うた故事から、統治者を軽んじこれに代わって

天下を取ろうとすること。転じて、ある人の実力を疑って、その地位をくつがえそうと

すること）

斧：ふ（おの）

木を割る道具。刃のあるくさび形の鉄片に柄（え）をつけたもの。

斤：きん

武器：斧(ふ)は〈おの〉で，基本的に長方形をした青銅の一辺を鋭利な刃にし，反対側

， 。を厚くして木の柄に固定し ときに袋状になっていて ここに木を差し込んで武器とした,
このとき 柄と刃が同一方向になるのが斧(ふ)で 柄と刃が直角方向になるのが斤(きん)， ，

である。ただ，斧も斤も，武器として使用されたもののほか，工具や農具として使われ

たものもあった。鉞(えつ)は〈まさかり〉で，同じ形の小型のものが斧，大型のものが

鉞と呼ばれた。

単位：尺貫法の重さの単位。普通、１斤が 匁（ グラム）だが、計る物によって160 600
匁・ 匁等、多少違いがある。120 180

戟：げき

中国の西周時代以後に多く使用された武器で，戈(か)と合わせて句兵(こうへい)といわれ

る。基本的には戈(か)と矛(ほこ)を組み合わせた形式で，青銅製が多いが，戦国時代後期

になると鉄製のものが現れる。

戈：か

中国の殷･周時代から前漢時代にかけて もっともよく使用された中国独特の武器で 戟(げ， ，

き)とあわせて句兵(こうへい)と総称される。長い柄の先端に，柄と直角に短剣状のもの

をとりつけたもので，敵の首や頭にうちこんで，手前に引き倒したり，斬りつけたりする

ものである。やや湾曲した両刃の短剣の部分を援(えん)，その下についた長くのびた部分

を胡(こ)といい，内(ない)と呼ばれる部分を柄に通して戈(か)を安定させる。

鑿：さく（のみ）

木材や石材などに穴をうがち，また材面を削ったりする工具の総称だが，金工や石工で用

いるものは鏨(たがね)という。鑿は斧とともにもっとも古くから用いられた工具で，縄文

時代のくり舟などの工作には鑿状石器が使われ，弥生時代にはいち早く鉄器化した。

燧：すい（ひうち【火打 ）】

火打石と火打金を打ち合わせて火を出すこと。

ひうちいし【火打石】打って火を出すのに使う石。広く燧石（すいせき）を使った。

そのとがった部分で火打金を打ち合わせて火を発する。

ひうちがね【火打金・×燧鉄】火打石と打ち合わせて火を発する道具。三角形などの鋼

鉄片が木片にはめこんである。

文明社会でもマッチの普及する以前は火打石(燧石)と鋼とを打ち合わせる火きりが一般

に行われていた。鋼の使用はこの方法が文明の所産であるかのように思わせるが，黄鉄

鉱どうし，黄鉄鉱と燧石，黄鉄鉱と石英を打ち合わせても同じ効果が得られる。

刃：じん（ニン は やいば）, ,
刀の焼きを入れてよく切れるようにした部分。やいば。また、やいばのついた兵器。

はもの。

削殺矢： 矢を削るための刃物

矢じり：鏃 ぞく そく（やじり）

石，骨，木，竹，青銅，鉄などでつくり，矢柄(やがら)の一端に着装する。鏃(ぞく)とも

いう。鏃は，鏃身の形により，非常に細かく分類することもできるが，茎(なかご)の有無

によって，大きく二つに分けることができる。鏃を矢柄に取り付けるにあたり，茎のある

有茎鏃の場合は，茎を矢柄に挿し込み，茎のない無茎鏃の場合は，矢柄に切込みを入れて

鏃を挟み，糸や細い樹皮などで巻いたり，アスファルトで固定したりした。ただ，古くは

必ずしも鏃をつけていたわけではなく，ドイツの旧石器時代末期やエジプトの古･中王国

時代にみられるような木製の矢がある。弓矢は狩猟や戦闘に際し，相手から離れていても

攻撃できるという特色をもつが，その起源は明確にしがたい。

中国では，殷代の最古の青銅器に鏃が含まれている。

戰國時代的《周禮 考工記》裏對於鑄造各種青銅器物的合金配比，就有比較明確的記載： 金· "
有六齊，六分其金而錫居其一，謂之鐘鼎之齊；五分其金而錫居其一，謂之斧斤之齊；四分其金

而錫居其一，謂之戈戟之齊；三分其金而錫居一，謂之大刃之齊；五分其金而錫居二，謂之削殺

矢之齊；金錫半，謂之鑒燧之齊。 這裡的 金 是指青銅， 齊 是劑量的意思。這段話向人們指出" " " " "
了合金性能和合金成分之間的關係，說明當時的人們已經完全懂得了採用不同的銅、錫配方，來

改變青銅的硬度、韌性、聲學性能以及磨光性能，製作不同用途的青銅器。近年來，有關人員檢

驗了 多件古代青銅器，成分都很合理。古代沒有任何分析手段，卻能將青銅器的成分掌握如600
此精確，讓人驚奇。



鼎（てい） 司母辛大方鼎

穀物を盛る豆(とう) 煮炊き用の鬲鼎(れきてい)・鬲(れき)

戰國銅戈 （戰國時期） 銅戈

銅鏃

銅戟

方鼎(ほうてい)は殷代後期か

ら西周前期に流行した、箱形の

器体に一対の耳と 本の足をつ4
けた器。これは耳までの高さが

約 もある巨大な方鼎で、80cm
内壁に司母辛の銘がある。河南

省安陽県小屯出土

弩

弩で弓を発射するのに使われる部品

剣

鈹 （は）

火打ち石と火打ち金の使い方

腰にぶらさげて持ち歩いた。火打ち金のカ

ーブした部分と火打ち石の面を強くこすり

あわせると火花が出ます。石の表面がザラ

ザラしたところが特によく火花が出ます。




