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群馬県立自然史博物館所蔵のエジプト産ミイラ標本6点（1号～6号）の年代を放射性炭素法

によって検討した．測定試料の内訳は， 1号の包帯， 2号の包帯および骨， 3号の歯， 4号の骨，

5号の包帯， 6号の包帯である． 加速器(AMS)'4C年代値に基づく較正暦年代から, 3号は11

世紀～12世紀あたりのものと推定されたが，他の5点のミイラについては，紀元前8世紀から紀

元前2世紀（蝿よそ古代エジプト第三中間期末葉からプトレマイオス朝中葉） という時代が示唆

された．
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群馬県立自然史博物館が所蔵するエジプト産ミイラ標本

は，森本・平田・楢崎（1998）によれば， 1号（10歳前後

の小児，頭頚部)， 2号（壮年期前半女性，頭頚部)， 3号

（壮年期前半女性，頭頚部)， 4号（成人女性，右手)， 5

号（成人女性，右足)， 6号（3～4歳幼児，両足前半部）

の6点である． これらの標本の産出遺跡や出土状況あるい

は由来などに関する情報は残念ながら殆ど得られていない．

そこで， 少なくともその制作時期を明らかにするため，各

ミイラ標本そのものを対象として放射性炭素年代測定を実

施したので，その結果を報告する． なお, l号の包帯, 2

号の包帯および3号の歯に対する放射性炭素年代値は， 中

間報告として既に公表した（近藤・松浦・楢崎1998） も

のであるが，使用する暦年代較正プログラムを最新の版に

変更した（後述） こともあり， ここではそれらを含めて合

計6点のミイラについて述べる．

上に算出されるものであり （中井, 1999;中村, 1999参照) ,

測定値は実際の経過年数（古さ）に相当しないことに注意

する必要がある．放射性炭素年代はそれ固有の尺度の目盛

りによる年代であるとして，測定された年代値がそのまま

使用されることが多い． しかしながら，本研究では各ミイ

ラ標本の推定年代を特に古代エジプトの編年の中で位置づ

けていくために，放射性炭素年代から暦年代への較正曲線

（キャリブレーショソ・カーブ）を用いて暦年代へ換算し

（表l),考察することとした．較正はStuiverandReimer

(1993)およびStuiver〃αj. (1998)に基づき， パーソ

ナルコソピュータ用プログラムCALIB4.1.2を使用して行

なった．ただし，前報（近藤・松浦・楢崎1998）でも述

べたように， この較正は現時点での暫定的なものであるこ

と（前報で用いたCALIB3.0.3cと今回のCALIB4.1.2でも

較正結果は若干異なる)， また，対応する暦年代が必ずし

も一意的に定まらず，複数の暦年代範囲に分布する場合が

あること（図l参照）にも留意されたい． なお， 古代エジ

プトの時代区分は必ずしも統一されていないので(Phillipson,

1985；近藤1997;ぼか参照), ここでは， 関連する時代

として，第三中間期（第21～24王朝）を1070BC頃～710B

C頃，末期王朝時代（第25～31王朝）を710BC頃～332BC,

放射性炭素年代測定の結果および考察

表lに各ミイラ標本に施された前処理および放射性炭素

年代測定('4Cの計測は加速器質量分析[AMS]法による）

の結果等を示す． ここで，放射性炭素年代は様々な仮定の
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表1 群馬県立自然史博物館所蔵エジプト産ミイラに関する放射性炭素年代測定結果

j｣3C**同位体分別補正測定番号丼＃ 較正暦年代十

(%) '4C年代#(yrBP)

未補正'℃年代＊

(yrBP)

試料

(前処理）

交点(calBC) 750,710,530

l"(calBC) 770～410

交点(calBC) 5630

1｡(calBC) 5640～5620, 5580～557{〕

交点(calBC) 750, 710, 530

1'(calBC) 760～620, 590～420

交点(calAD) 1170

1'(calAD) 1030～1210

交点(calBC) 360,280,250

1"(calBC) 380～340, 320～200

交点(calBC)190

lG(calBC) 340～320, 200～160

交点(calBC) 380

1D(calBC) 390～360, 280～240

2480±60 －26･2 246()±6(） Beta 965101号，包帯

（酸一アルカリー酸洗浄）

2号，包帯

（酸一アルカリー酸洗浄）

2号，骨

（ゼラチン化コラーケソ抽出十十）

3号，歯

（コラーケソ抽出）

4号，骨

（ゼラチソ化コラーケン抽出十十）

5号，包帯

（酸一アルカリー酸洗浄）

6号，包帯

（酸一アルカリー酸洗浄）

6720士40 －26．7 6700±40 Beta-96511

2380±40 -20.4 2460士4〔） Beta l35471

630±60 -9.4 890士60 Beta 96512

2100=t40 -16.9 2230±40 Beta-135472

214()±40 －24．5 2150士4(） Beta l26297

2250±40 －23．7 2270±40 Beta-126298

＊放射性炭素('4C)の半減期としてLibbyの半減期5568年を用い，西暦1950年から何年前かを計算した年代値(0yrBPがADl950に相当する).誤差
は，加速器質孟分析計による'4C計数に基づく統計誤差であり, l標準偏差(l")を示している．

＊＊前処理後の'4C年代測定試料における炭素安定同位体比('3C/'2C比）を，標準物質(PeeDeeBelemnite)の同位体比からの千分偏差（パーミル）
で表したもの．

丼試料のIj '3C値を測定し，炭素同位体分別効果について補正(fi ''C値を木材の平均的値である-25端に規格化する） した上で算出した年代．
## ]4Cおよび安定同位体比測定は, (株)古環境研究所および（株)地球科学研究所を通してBetaAnalyticlnc. ,USAに依頼した､ illl1定番号はBeta

Analytic社のcodeNo.を表す．
＋同位体分別補正I4C年代をもとに，暦年代への較正用う.ログラムCALIB4.1.2を用いて換算された値（本文参照).較正操作によって得られた

(calibrated)暦年代であることを示すため, BC,ADにcalを付して表す（換算値も10年単位で丸めてある). ここでは交点および’ぴの範囲（図1
説明参照）を示した．暦年較正曲線は30年単位の移動平均（30年平滑化）によるものを用いた

十十不溶性コラーゲンをさらにゼラチン化して精製したもの（近藤ほか， 1992参照)．
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放射性炭素年代から暦集代への較正曲線を用いた換算（プログラムはCALIB4.1.2を使用. INTCAL98[Stuiver
era/･, 1998参照］の大気中の10年間隔データを用い, 30年移動平均[30年平滑化］操作を施した後Method
A[交点法］にて較正). ~これば4号ミイラの指骨から抽出したゼラチソ化コラーゲソの例で， 同位体分別補正
'4C年代（縦軸）の値2230yrBPと較正曲線との3つの交点は，それぞれ360calBC, 280calBC, 250calBC(縦
軸と平行な3本の破線の足．誤差を考慮して10年単位で表記） と読める． また, ｣4C年代値の標準偏差(1")
40年を，較正曲線によって縦軸から横軸へと投影すると，較正曲線と交わって囲まれる横軸の範囲として，
380calBC～340calBCおよび320caLC～200calBCの暦年代範囲が得られる．標準偏差を倍(2')にした場合
の暦年代範囲も同様に求められる．

図1
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図2 群馬県立自然史博物館所蔵エジプト産ミイラ標本の放射性炭素年代値に基づく較正暦年代（2号包帯の値を
除く．本文参照)． 1ぴ （黒色の年代範囲）および2ぴ （各ブロックの外枠の年代範囲）を示す. HF101～HF106
はそれぞれ1号～6号ミイラを表す

な部分から採取したものであるが，それでも本布試料には

褐色のタール様物質がかなり付着していた． このタール様

物質がミイラ制作当時に使用されていたと推定される樅や

松の樹脂(Leca, 1976参照）ではなく ，仮に後世におけ

る補修等の際の石油製品使用に由来するタール様物質であっ

たとすれば、古い炭素(deadcarbon)の汚染による見か

けの古い年代値であるという解釈が可能であろう． いずれ

にしても， さらに検討するためには， 人骨そのものを試料

とした年代測定を実施することが望ましいと考えられた

（近藤・松浦・楢崎, 1998).

/ -そこ~で， 2号を包む包帯の一部を切除して，約19の頭

蓋骨（後頭骨）切片を採取し，骨に付着・浸透しているター

ル様物質をクロロホルム・ メタノール混液等の有機溶媒に

よって除去した後， ゼラチン化コラーゲンを抽出（操作に

ついては，近藤ほか， 1992参照） して約100mgを測定に供

した． その結果， 2460±40yrBPの'4C年代値が得られ，

紀元前8世紀中葉～紀元前5-IM紀末葉(1") という, 1

号ミイラと同様の岐正暦年代が示唆された（表1）．

3号ミイラ(GMNH-HF103)

包帯が解けて鹿出したミイラであったので，左右下顎犬

歯および左下顎側切歯から計約0.49の歯根部試料を採取

し， 川l定に供した．表1に示すように, !'C年代値は890=t

60yrBP,その較正暦年代はcalAD1030～calAD1210 (1(j)

である． これは予想よりもかなり新しい年代値である． し

マケドニア朝時代を332BC～305BC, う°トレマイオス朝時

代を304BC～30BCと設定し， ミイラの編年的位置づけを

進めたことをおことわりしておく ．以下，各ミイラ標本に

関する結果についてコメントする．

1号ミイラ(GMNH-HF101)

ミイラを包む包帯約0.59を放射性炭素年代測定に供し

た. !4C年代値（同位体分別補正された値. ~以下同) 2460

=t60yrBPの, CALIB4.1.2による較正暦年代は, 770calBC

~410calBC(1")であった． この紀元前8世紀前葉～紀

元前5世紀末という年代は，およそ古代エジプト第三中間

期の末葉～末期王朝時代の中葉にあたる．測定試料とした

包帯の布には褐色のタール様物質の付着が少なく ，比較的

信頼性の高い年代推定値であると考えられる．

2号ミイラ(GMNH-HF102)

包帯約0.39を試料とした放射性炭素年代測定結果は6700

=t40yrBP, また較正暦年代(1び範囲）は5640calBC~

5570calBCと非常に古い時代を示した．古代エジプト初期

王朝の成立時期は， およそ3100BC頃と考えられているが

(Phillipson, 1985 ;Krzyzaniak, 1994),上記の年代他

はそれをはるかに超える．近年では， エジプトにおけるリ

ネン（亜麻布）の生産開始時期は従来の推定（先王朝時代

後期） よりも古く遡ることが示唆されているものの

(Krzyzaniak, 1994), ｣4C年代値が古すぎるという印象

は拭えない． 測定対象とした部分は， なるべく包帯の清浄
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かしながら， 出自のはっきりしないミイラでもあり，特有

の包帯も巻かれていなかったことから， この年代はあり得

るものと思われる．歯根部に残存するコラーケソが変質し

ていた可能性については，測定試料の象牙質サンプルを観

察した限りではそのような所見は得られなかった． また，

試料を採取した歯は遊離歯ではないことから，外来炭素に

よる汚染の影響も少ない試料であると考えられる （抽出さ

れたコラニケソ画分のC/N比を測定することによって， こ

うした変質や汚染に関するひとつの情報が得られるが， こ

の測定には新たな歯根部試料の追加採取が必要である)．

3号ミイラの時代・由来の解釈に関しては森本・平田・楢

崎(1998)を参照されたい．

なお，試料のコラーケソにおける炭素の安定同位体比

(6'3C値）が9.4%6と高いことは（表1), 3号ミイラ

（壮年期前半女性）が生前の少女期（下顎切歯・犬歯の歯

根部形成期）に食料としてヒエ等のC4植物に多く依存し

ていた可能性をうかがわせる．

4号ミイラ(GMNH-HF104)

当初は僥骨・尺骨の遠位端に遺存していた植物性繊維

（森本・平田・楢崎1998参照）を供試したが，酸洗浄に

より容易に溶解する保存状態であったため，第4指（薬指）

の中節骨から試料を採取し，前述の2号ミイラの骨と同様

に処理して抽出したゼラチン化コラーゲソ約25mgを測定

に供した． 14C年代値2230±40yrBPから較正換算された

暦年代(1ぴ範囲）は紀元前4世紀前葉～紀元前3世紀末

である （図1 ,表l). これらの年代は末期王朝時代の末

葉からプトレマイオス朝時代の前葉にあたる．

5号ミイラ(GMNH-HF105)

包帯約0.39を試料とした放射性炭素年代測定結果は2150

=t40yrBP,較正暦年代の1び範囲としては340calBC～320

calBCおよび200calBC～160calBCが得られ（表1), 末期

王朝／マケドニア朝移行期の前後あるいはプトレマイオス

朝時代の中葉が示唆された（確率は後者が高い)．

6号ミイラ(GMNH－HF106)

包帯約0.39を試料とした測定の結果, 2270=t40yrBPの

'4C年代値が得られ，較正暦年代の1ぴの範囲として390cal

BC～360calBCおよび280calBC～240calBCが算出された

（表l). したがって， 末期王朝時代の後葉あるいはプト

レマイオス朝時代の前葉という年代が示唆される．

これら3体のミイラの制作年代が重なる可能性も十分指摘

される．

ま と め

群馬県立自然史博物館が所蔵するエジプトミイラ標本6

点のうち， 3号については想定を超えて年代が新しく，森

本・平田・楢崎（1998） も指摘しているように, 12世紀前

後のヨーロッパにおけるエジプトミイラの需要の増大に応

じて仕立てられた模造品， あるいは当時としては例外的に

作られたものである疑いが持たれる． 3号を除く5点のミ

イラ標本については，紀元前8世紀から紀元前2世紀，す

なわちおよそ古代エジプト第三中間期の末葉からプトレマ

イオス朝の中葉にかけての時代に比定される可能性が高い

と推測される．
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で，参照されたい．例えば， 5号ミイラの較正暦年代は4

号および6号ミイラのそれとl〃では重複していないが，

2〃範囲（4号=390calBC～190calBC; 5号=360calBC

~280calBCおよび250calBC～60calBC; 6号=400calBC

~340calBCおよび320calBC～200calBC)を考慮すれば，
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Abstract

RadiocarbonDatingoftheEgyptianMummiesStoredat

GunmaMuseumofNaturalHistory

ShujiMATsu'uRA｣,MegumiKoNDo! andShuichiroNARAsAKI2

1F"""yo/H""α〃Lが′α'"EM"owfte"α/Sc""ce,Oc"加""z"Ui""庵"y

：De"""e"ofA"/i""/ogy,G〃""zαハ伽sc""0/Mz""α/厩S/"y

TheEgyptianmummy collection nowkept at

GunmaMuseumofNaturalHistory,Japan,consists

of sixspecimens; No.1 (GMNH-HF101,headand

neckof anabout ten-year old child,wrapped

with bandage),No.2 (GMNHHF102, headand

neckofanadult female, wrappedwith bandage) ,

No.3 (GMNH-HF103,headandneckofanadult

female,without bandage),No.4 (GMNH-HF104、

righthandofanadult female,withscantilyremain-

ingbandage pieces),No.5 (GMNH-HF105, right

foot of anadult female, withremaining thinban-

dagewrapping) andNo.6 (GMNH-HF106,feetofa

childofabout3to4years,wrappedwithbandage) ;

all of thespecimens lackadequate informationcon-

cerning their archaeological contexts or sources.

Thus, radiocarbon dating approachby accelerator

mass spectrometry (AMS)was applied directly to

bandage, bone and/or dentine samples taken from

thesixmummies, andtheconventional radiocarbon

ages obtainedwere converted to calibrated ages

usingarecentradiocarboncalibrationprogram.The

results suggest: i)Theunwrappedmummyspecimen

No.3,whichwasdatedat aroundthel2thcenturv

A.D.,mightpossiblybelikeacounterfeit; ii)The

rest fivemummies are inferredtodatebacktothe

2ndcenturyB.C.-the8thcenturyB.C.,andcan

be assigned probably to themiddle phaseof the

PtolemaicDynastyto the latestphaseof theThird

IntermediatePeriodinancientEgypt.
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