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1 はじめに

わが国における木質材料の利用は､きわめて広く､かつ世界的に見ても古くからの歴史を持

つ｡近代以降､金属､プラスチックなどの非木質材料が木材に取って変わることが多くなった

が､それ以前は､建築物､仏像､食器､農具から薪炭 ･燃材利用まで､多岐にわたって人間生

活を支えてきた｡また､"木材ノ工垂的利用"(1912)などの大部の著書が成されているように､

地方ごとに様々な樹種に対 してその用途､処理方法が細密に決まっており､きわめて多様かつ

一意的な材質の選択がなされていることが､わが国の伝統的な木材利用の大きな特徴である.

本研究では､黒笹古窯跡出土木材および針葉等の植物遺体を採取､樹種同定を行い､比重､平

衡含水率､出土時の含水率を測定し出土木の材質について検討 した｡さらに名古屋大学年代測

定資料研究センターのタンデ トロン加速器質量分析計を用いて出土木の14C 年代を測定し､遺

跡の建造年代を推定した｡

2 調査遺跡の概要

黒笹古窯跡は､愛知県西加茂郡三好町にあり､付近に中世以降の古窯群が多数存在する｡周

囲の遺跡からは9-11世紀と推定されている陶器が多数出土している｡また試料木は､窯の最

下部､すなわち焚き出し口に当たる部分に､丸太､二葉松の針葉､枝が出土した｡丸太は､内

樹皮がついているものが多く､辺材､髄ともよく保存されていた｡部分的に炭化したものも散

見されたことから､燃材として用いられたと考えられる｡枝については出土状況から､窯の構

造保持材 として用いられたと推定されている｡

3 実験方法

3.1 光学顕微鏡による観察

試料を7･0×7･0×20.0mm (L,T,R)程度の大きさにノミおよびミクロトームナイフを用いて

割裂 し､樹種同定用試料に供した｡

3.1.1 包埋

試料はかなり劣化 し､崩れやすくなっているためそのままの状態では切片を作製できない｡

本研究ではメタクリル酸エステル樹脂による包埋を行った｡方法は以下の通 り｡

1･メタクリル酸ブチルとメタクリル酸メチルとを容積比 10‥1で混合 した (以下､単量体)｡

2･試料を35%,50%,70%,95%,100%ェタノールに順次 15分浸し､脱水した｡
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3.脱水の終わった試料を 100%エタノール､単量体等量混合液に1時間浸透させた｡

4.単量体を 1時間毎に2回替え､試料に浸透させた｡さらに一昼夜これを行ない完全を期

した｡

5.単量体に触媒 (AIBN)をいれ充分溶かし､カプセル内にこれと試料を封入した｡空気が

触れないように蓋をかぶせ､室温で約 2日間放置し重合させた｡

3.1.2 プレパラー トの作成

滑走式ミクロトームを用いて試料から10-30〃m の厚さで切片を採取した｡刃はS22TYPE

および S35TYPEを使用した｡切片を浮かべたシャーレの水を5分毎に 2回換えて細かいゴ

ミを除いた｡切片にサフラニンを滴下し､一晩置き､木化した部分を赤色に染色した｡水洗の

後､ファース トグリーンを滴化し､1時間放置して木化 していない部分を緑色に染色し水洗し

た｡スライ ドガラスの上に切片をのせ､グリセリンーゼラチンを滴下し､気泡が中に残らないよ

うにカバーガラスをかぶせた｡3日間放置した後､はみ出したグリセリンおよびゼラチンを削

り､熱水で拭き取った後､カバーガラスのまわりをマニキュアで仕上げた｡

3.1.3 木材組織の観察

作成したプレパラー トをNikon光学顕微鏡を用いて観察した｡接眼レンズおよび対物レンズ

の倍率を主に木口は 10×2.5および 10×4倍､まさ目は10×20倍､板目は10×10倍で木材組織

を観察し､これらの特徴を記録した｡

3.2 比重､平衡含水率､生材含水率の測定

試料木片をノミで小片に分割し､定法により比重､平衡含水率､生材含水率を測定した ([実

験書],1994)｡ただし本研究では､試料の劣化を考慮し､比較的穏やかな条件での乾燥を行った｡

すなわち､試料を60oCに調節した乾燥器中に48時間放置し､全乾とした｡

3.3 14C 年代測定

14C 年代測定にはKG92-4を用いた｡出土木の最外 1年輪を14C年代測定用試料として採取

し､定法により前処理を行なった｡タンデ トロンを用いて得られた14C年代については､0XCal

ver.2.17(StuiverandKraeds,1986)を用いて､年輪年代法による補正を行い CalADをもと

めた｡

4 結果と考察

4.1 光学顕微鏡による観察

光学顕微鏡による観察の結果､試料はすべてマツ属二葉松類 (Pinussp.,Diploxylon)と同定

した｡また同時に出土した針葉については､葉身長､断面の樹脂道の形態からアカマツ (Pinus

densiPoraSIEB.elZUcc.)と思われる｡これらが出土木と同じ個体と考えると､出土木の樹種

もアカマツである｡以下に木材組織学的特徴を記した｡

1.KG91-1-4,13;KG92-4,7,9;KG88-10

●木口:早 ･晩材の移行が急で晩材幅が広い｡細胞間隙は垂直樹脂道｡エビセリウム細

胞は薄壁｡樹脂道は大型でチロソイ ドを含む｡

●まさ目:放射組織に有縁壁孔がみられ､放射仮道管がある｡その内壁には､細胞内腔

に向かって鋸歯状突起がある｡放射柔組織の分野壁孔は窓状壁孔｡

●板目:紡錘形の細胞は水平樹脂道を含んだ放射組織ム
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その他の特徴を以下に記 した｡

1.KG91-1-4,13･,KG92-4,7,9:板目

腐朽菌が多数みられる｡

2.KG91-1-4,13;KG92-4,7,9;KG88-10:板 目水平樹脂道を含んだ放射組織の細胞壁が

破壊 されている｡

3.KG91-1-4,13;KG92-4,7,9;KG8&10‥木口垂直樹脂道の細胞壁が破壊されている｡

4.2 出土木の材質

試料 9個体 (KG-1-4,13;KG92-4,7,9･,KG88-10)について比重を測定した結果､これらの平

均値は0.324､標準偏差は0.101となった｡健常材ではアカマツの気乾比重は0.37｣〕.50-0･62と

されており平均値で比べると比重は約 35%低下している｡KG91-2,13および KG92-9は他の

試料と比べ比重が大きかった (0.377-OA83)｡これらはいずれも含水率が低く､現生木のそれと

近い値を示 した｡このことからこれらの試料は腐朽菌による腐朽があまり進行せず､保存状態

が比較的良好だったと考えられる｡また､試料はほぼ飽水状態で保存されていたため､外観的

形状が崩れることなく残存 していたが､飽水状態の試料を全乾にする際､かなり変形 し体積の

減少も現生木のそれよりも大きかった｡これは材が土壌中に埋もれたときに菌糸が土壌から木

材中-侵入 し､腐朽菌が木材成分の分解を行なったための劣化によると考えられる｡この結果

と調和的に生材含水率は 1000%を超える値を示 した｡また平衡含水率は6.2-7.8%の値を示 し､

セルロースの結晶化度の上昇による､水分吸着点の減少を示唆 した｡樹木のセルロースは材形

成後数 100-1000年のオーダ一一で､その結晶化度が漸増することを考えると､後述の14C 年代

から見て妥当な値である｡

TAble1:Speci丘cgravitiesofexcavetedlogs

Speci丘cgravity
SampleID greencondition Oven-driedcondition
KG91-1 0.239
KG91-2 0.433
KG91-3 0.314
KG91-4 0.244
KG91-13 0.377
KG92-4 0.371
KG92-7 0.167
KG92-9 0.483
KG88-10 0.288

0.162

0.340
0.266
0.221
0.351
0.251
0.087
0.432
0.157

Mean 0.324 0.252
SD 0.101 0.109

Modern 0.499 0.464

4.3 14C 年代

試料の年代をTable2に示した｡14C 年代は953土48yBP､年輪年代補正を行った結果は有意

水準 95%で990-1190ADとなった｡

測定値は試料採取部位の木部の年代を示 してお り､一般的に以下の理由によって遺跡の年代

より古い値を示すことが考えられる｡
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Table2:14cdateoftheexcavatedlogs
14Cdate CalAD

SampleID (yBP) (AD) 氏

emarks

KG91-4 953士48 1020-1160 1JCOnfidence
99011190 2JCOnfidence

1.埋没後の腐朽による辺材部の損失

2.古材の利用･転用

本試料には内樹皮の残存が認められており､保存状態が非常に良好である｡また枝は簡単に切

除されたのみで､その付け根部分が残っている｡このため上記 1による遺跡と試料との年代の

ギャップは起こり得ない｡本試料の年代はそれが伐採された年を示している｡また寺社等の建

築部材については2が行われるが､本試料はその類のものではないことは明らかである｡古窯

建造中あるいはその後に何らかの用途で使用されたことを加味すると､古窯の建造年代は試料

のそれとほぼ同時期あるいは若干古い可能性が高い｡
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Abstract

AntiquelogsandpineneedleswerecollectedfromOldKurozasaKiln,AichiPrefecture,Japan

toidentifytheirtreespeciesandrevealsomebasicwoodpropertiessuchasequilibriummois-

turecontents(EMC),speci丘cgravitieswhichgiveinfわ- ationsonchangeincrystalinityand

decayofxylem,respectively･AMS14cdateofthelogswasalsomeasuredwithTandetron

acceleratormassspectrometeratDatingandMaterialsResearchCenter,NagoyaUniversity.In

consequence,speciesoftheallsam plescollectedareGenusPinusDiploxylon,possiblyspecies

densiPoraestimatedfrom co-excavatedpineneedles.Specificgravitiesoflogswereca.35%

smauerthanthoseofmodernsamplesofthesamespecies.Thissuggeststhedecayofxylem

bywood-rottingfungi.EMCsalsoshowedrathersmallervaluethan thoseofmodernsam ples.

Theresultsshowsthedecreaseofcrystalinityoftreecellulosebyageeffectinaccordancewith

the14cdate.The14cdateofthelogis953j=48,i.C.990-1190calADin95A%significan ce,

whichispossiblyalmostequaltotheageoftheconstructionoftheoldkiln.
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