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調融F 解説 d離膨

本質文化財の保存と修理 (2)

出土資料

1 .はじめに

古代よりわれわれの祖先は木を使って生活を営

んできた。身近にある樹木を様々な用途で使用で

きるように加工してきた。木製品は消耗品であっ

たと考えられるが目的を達成した後も再利用がで

きる時は有効に利用されてきたことが考古学，民

俗学などの研究からもわかっている。また，様々

な種類の木から用途に適した樹撞を選択し使用し

ている場合も多い。これらの木製品は低湿地や地

下水の流れている所など水分の多い場所では，そ

のまま埋もれて長い年月の関消滅せず存在する。

条件が整えば縄文時代に使われていた木製品がそ

のままの形状で見つかる。しかし内部に多量の

水分を含んでいることが多く，遺跡から発掘され

た木製品は掘り出されると同時に環境の変化に伴

い様々な変化が生じる。空気中の酸素により表面

が酸化し変色する，乾燥により内部の水分が蒸発

し変形するなどその変化のほとんどは貴重な文化

財に対して負の影響を及ぼす方向に進む。遺跡か

ら出土した木製品はこのような特徴を持ってお

り，出土木製品あるいは水浸出土木製品と呼ばれ

る1.。

われわれの祖先が残した貴重な文化財である出

土木製品は後世に護り怯えていかなければならな

いものの一つである。今聞はこれらの出土木製品

を保存していくためにどのようなことを行ってい

るか，最近の保存処理の実例を交えながら紹介す

る。

*公凝財団法人元興寺文化財研究所

植田直見*

2. 出土木材とは

長い年月，地下水や水分を多く含む土中に埋も

れていた木材は現生材とは異なった性質を持つ。

なお，ここで記す現生材とは遺跡などから発掘さ

れた出土木材や古建築に使用されている吉材に対

して，現状においてまだ生えているもの，伐採さ

れたもの，製品となった現在の全ての木材を指す。

木材の主成分はセルロース，ヘミセルロース， リ

グニンなどであるが，土中では酸素が少なく水分

が多い環境であるため，その聞に嫌気性菌による

腐朽や加水分解などによる化学変化などが生じ，

主成分のなかでも多糖類であるセルロースやヘミ

セルロースが菌により分解され消失する。セル

ロースは木材の細胞構造において骨格の働きを担

っており，これらの減少によって強度が著しく低

下する 310 また， )寓朽菌により細胞そのものも傷

む~ヘミセルロースもセルロースの骨格として

の働きを支える役割を担っており，その減少によ

り強度が低下する。一方 リグニンは疎水性の高

分子化合物で細胞間憶に多く存在し一般的な腐

朽薦では分解しにくい。そのため，出土木材は見

かけ上はセルロースやへミセルロースの割合が減

少しリグニンの割合が増加したように見える。

さらに，分解して失われた成分と水が置き換わり，

出土木材は多量の水を含んだ状態となる。この水

分量は合水率と呼ばれ木材の劣化状態を判断する

指標として有効で、ある。一般的に現生材の合水率

は50~200%であるが，出土木材は非常に幅があ

り現生材とほぼ閉じ100%付近から1000%を越す

ような多量に水分を含んだ、木材も存在する。特に
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写真 1 出土木材の乾燥前後の形状 (左 ・乾燥前 右:乾燥後)

広葉樹は針葉樹に比べ細胞組織が複雑で、含水率が

高いものが多く劣化が進行している場合が多い。

また，同ーの材でも部位によって含水率が異なる

ことも多く，一般的に木材の表面は内部より含水

率が高く劣化が進行している。

以上のように出土木材は現生材と比べてすでに

劣化した状態で存在する。主成分の流失および細

胞壁の傷みによる劣化は含水率を増加させ，その

ままでは木材本来の強度を維持することが困難な

状態となっている。さらに内部に多量に存在する

水分の蒸発に伴って収縮や変形など形状が変化す

る。そのため発掘後，出土木材は水につけた状態

で保管する必要がある。しかし水分が残存する

状態での長期保存は劣化をさらに促進させること

になる 5)。 そこで，出土木製品はその形状を維持

し，それ以上劣化が進行しないよう ，内部の水分

を薬剤と置換することで強度を付与し安定化さ

せる保存処理が必要となる。

一例として写真 lに示した出土材は同時期に遺

跡に埋もれた自然木を 3(接線方向)cm X 3 (放

射方向)cm X 1 (繊維方向)cmに加工 したも

ので、含水率は約550%であった。なお，自然木と

は加工されていない木材を指し文化財としての

扱いを受ける ことがほとんどない。そのため，サ

ンプjレ材として用いることが難しい貴重な文化財

に代わって実験に用いられることが多い。これを

空気中に放置すると徐々に内部の水分が蒸発し

それに伴って収縮・変形が生じる。木材は異方性

があるが， 出土木材においても接線方向が最も収

縮しやすく続いて放射方向，繊維方向はほとんど

収縮が見られない。写真 1の出土木材の場合も接

線方向では50~60%，放射方向で20~30%の収縮

率を示した。なお，繊維方向の収縮はほとんど見

られなかった。なお，ここに示したような一度乾

燥し収縮した木材を元の形状に戻すことは難し

し、。

3. 出土木材の保存処理方法

出土木材は内部に多量の水分を含み強度が低下

した状態にある。永く残すためには形状を変化さ

せることなく内部の水分を取り除くと同時に強度

を付与する処理が必要となる。現在の処理方法は

いずれも内部の水分と薬剤を置き換える方法で薬

剤の含浸量は処理法によって異なるが，大きく 5

種類の方法が挙げられる (表 1)。 なお，文化財

の保存処理で使用される薬剤は一度木材内部に含

浸されても薬剤の劣化やより良い処理方法が開発

された時には木材内部からそれを取り除くことが

出来る可逆性のある薬剤が求められる。

約50年前に日本で初めて保存処理が始まったこ

ろはわが国独自の処理方法が開発され実施され

た。しかし場合によっては収縮したり，可逆性

のある薬剤ではなかったため 61 その後ヨーロ ッ

パから導入された処理方法が採用されるようにな

った 7 ヘ しかし，わが国の出土木製品は樹種が

多様で、ヨー ロッパから導入した PEG含浸法やア
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表 1 保存処理法の特徴

処 理 方 法

e.脂抗酸エステル

a.PEG含浸法
b.真空凍結乾燥

c糖アルコール法
d.アルコール・ 法

法 キシレン・樹脂j去 -高級アルコール

法

処 薬剤の 信』 信1 古r~ 市

制榊暢 dゅ---------圃』骨仲柑----ーー.・・ー・.暢+白骨...・ー.・ーー・.圃』骨白・ E・・桝仲 ーーー峰嶋崎・唾・ーーーーーー..骨骨骨噌制掛嚇悼 ーー.ーー・ー.・ーー園、静ゆ柏ーー・ー.・...悼 ー...働輸..ーーーーーーーーーーーーー..'・ー・・・
理 j円j、-寸:.*室L主 低 f!iネ iほ

法 水系 。 。 。
--------・...#帽・ー・ーーー圃』恥骨曹司ーーーー・ーーー..-‘平争助 司----・..'ー，骨骨柄輔自博司『圃 E・E・.'・ aゆ晶..ーーーーーー情働・--------砂場#働...ーーーー・ーー ーーーーーー..ゆ伶曲ゆ輔副酔---------_.骨『圃ゆゆ助 ーーー・・・・ a榊崎繭ーーー・・ a・------ー

の 非水系 。 。
4f 力ni昆 。 。 。

ーー.'幹榊#ーーーー・噌静----------静物持ーーーーー ーーーーーーー嶋崎掛骨..ーーーーーーーー..柑晶句..ーーーーー岬ゆ..・ー・ーーー.争静静-------静物情ゆ 司開._-------------ー・F司ー..帯情骨輔有台 ーーーーーー司 E司酔柑掛柑..ーーーーーー...司令件当h噌..
1設 ポ円シ3ご{JI日E 。 。
1主i クスノキ・

ほとんどの ほとんどの ほとんどの年初 樹干重 クリ・アカガシ 針葉樹に適
の 樹撞に適 樹種lこ適 樹種に適

特徴
など不適

劣化 1:I~f立の劣化状態に 劣化の激しいもの 劣化の激しいもの 劣化の激しい あまり影響

よ 状諮 不適 に不適 に不適 ものに不適 されない
る ;t:もち;1;;J'~こは 厚みのある 厚みのある 芯もち材には処 木取り 芯もち材には不適
理 不j車 ものに不適 ものに不適 不通
Yt~ i奈・金属・患認: ほとんどのの 複合物 i奈・ -金属適 金属適
i庖 不適 ものに適

再J主三主
接着・

容易
強度を考慮

ターヘ干-事Elワ
強度を考i怠

接着性が劣る
fん'S!.7…じ する必要あり する必要あり

*天然樹脂は分子没のi白いものと低いものの混合物である。

ルコール・キシレン・樹指法だけでは処理中に収

縮や変形などが生じることが分かった。特にアカ

ガシ，クスノキ，ク 1).ホウノキなど一部の樹種

では PEGとの置換の|禁に高分子の PEGの浸透よ

り先に木材内部の脱水が進むため. !I又縮や変形を

じる1-1:こともあった。そのため，形状を維持し

ながら安定な状態に出来る，わが由独自の処理方

法も数多く開発されてきた。

現在はわが国で開発された処理方法も含め 5種

類の方法から樹掠・劣化状態・木取り・

択するか。具体的には ヨーロッパから導入され

最も吉くから実施されているポリエチレングリ

コール (PEG)4000番を含浸する方法(以下. a. 

PEG含浸法と密告す).ポリエチレングリコールを

40~60%含浸し，残りの水分を凍結，真空乾燥す

る方法(以下. b.真空凍結乾燥法と略す).器類

を含浸する方法(以下.C.糖アルコール法と略す)

は現在，主に糖アルコールの一種のラクチトール

などが使用される 10io これらはオリこi容けるため7](

漬けの木材に寵接薬剤を含浸することが出来る。

ただ， 臼本のように高温多湿な環境では処理後の

保管中に空気中の水分を吸って薬剤が溶け出すこ

とがある。そのため，水に溶けない薬剤を含侵す

る方法も実施されてきた。その中にはヨーロッパ

から導入されたロジン ダンマルなどの天然樹指

を含浸する方法がある九まず水をエチルアル

コールと量換しその後キシレンと置換，最終的

にキシレンに溶かした天然樹脂(濃度約30%) を

含浸する方法(以下. d.アルコール・キシレン・

樹暗法と略す)である。また，わが国で、独自に開発

されたエチルアルコールに溶ける高級アルコール

(ヘキサデカノール・オクタデカノールなど)ll'や

ij~ij方自主エステル (12- ヒドロキシステアリン駿メ

チルエステル)泌を含浸する方法(以下，それぞ、

れe.高級アルコール法・指肪酸エステル法と略す)

で、内部の水をエチルアルコールで置換した後にそ

れぞれの薬剤を含浸する。表 lに示したようにそ

れぞれ特徴があるため，これらの中からさまざま

な出土木製品に適した処理方法を選択し保存処理

を行うことが望ましいが どの処理法が最良で、あ

るかを見極めることが難しい場合も多い。

木材保存 Vo1.40-4 (2014) 



最近，新しい処理方法の開発は停滞しており，

実用的なものとしては，糖アルコール含浸法で用

いるラクチトールに代わってトレハロースをイ吏用

する改良法が報告されたぐらいである l九 これま

で，木材内部の水分を置換する新しい薬剤の開発

に重点が置かれてきたためで，そろそろ薬剤とし

ては出尽くした感がある。そのため，今後は薬剤

開発だけでなく方法そのものの研究開発を行うこ

とも必要であると考える。

4. 松江市城下町遺跡出土祈祷具の保存処

理

島根県松江市松江城下町遺跡から出土した祈祷

具を例にとって具体的な保存処理の方法や工程に

ついて招介する。この遺物は当研究所で保存処理

したものであるが，幕末(19世紀代)の松平家家

老クラスの屋敷地から出土し15. 16) 家老家の祭杷

に使用されたもので外箱と内箱から構成されてい

た (写真 2)。外箱の外寸は長さ44cm，I幅23cm，

外箱 (側板が無く内箱が見える)

ー 165-

高さ25cmで蓋に墨書があり発掘直後は竹釘で固

定されていたがその後ぱらぱらの状態となった。

内箱は長さ37cm，r!r~20cm，高さ 17cm で蓋に墨

書と朱印があり竹釘で固定され形状を保ってい

た。内部には内箱の蓋にも記されている「織丸」

と「埴丸」にあたると思われる直径8cmの鉄球(布

で包まれていた)と土の塊が半裁された竹に挟ま

れ紐で幾重にも巻かれ固定された状態で出土し

た。紐は劣化が激しく出土後の保管中にばらばら

の状態となった。内蓋には「橘明喬JI口金祭餓

丸埴丸」の墨書があり家相や易占などに関連した

祈祷具と考えられ，江戸時代の神道思想あるいは

易学思想に基づいたもので今後の研究によって松

江藩の武士層の信仰内容が明らかになる貴重な資

キヰである。

さらに保存科学的には出土品としては非常に珍

しい木材，竹，繊維，鉄，土といった複合材料で

構成されたものであった。近世の遺跡は時代的に

新しいため，様々な材質が複合して残る場合が多

'ー

内箱

内箱の蓋 内箱の内部 (竹，鉄球，土が見える)

写真2 保存処理前の祈祷具

木材保存 Vo1.40-4 (2014) 
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①処理前調査 ・記録

②クリーニング(水洗い)

③脱 色
↓ 

④遺物の保護

⑤薬剤含浸

⑤表面処理

⑦復 元 ・仕上げ

③処 理後調査

図1 出土木製品の保存処理工程

く，処理を難しくしている。今回はそれぞれを分

離し材質ごとに適した処理方法を選択できたが切

り離せない場合もある。最近，近世の遺跡の発掘

が増える傾向にあり，保存処理は難しくなってい

る。木製品および竹製品の処理工程を図 lに示し

た。これは当研究所で、行っている工程であるが他

機関でもほぼ同様な工程で進められている。出土

木製品では⑤薬剤含浸の工程が最も重要なもの

で，処理が成功するか否かは如何に現状・形状の

維持が可能な処理法を選択できるかにかかってい

る。その際，表 lに示した特徴や条件なども参考

に検討する。 しかし同じものがーっとして無い

文化財であるためいずれの処理方法が最良である

かを判断することは難しい場合が多い。事前の調

査や分析，さらにこれまでの経験なども加味し，

よりリスクの少ない処理法を選択することにな

木口菌

写真3 蓋の赤外線写真 (上:外箱下:内箱)

る。外箱・内箱・半裁した竹の処理工程は①処理

前の調査・記録として，遺物の写真撮影を行い，

遺物の特徴(墨書などの有無，劣化状態など)や

大きさなどを記録する。その後，必要な分析や調

査(樹種同定，含水率測定， X線透過撮影など)

を行う 。今回は樹種や墨書，朱印の調査や赤外線

撮影(写真 3)，繊維種の 同定などを実施した。

結果は外箱，内箱とも樹種はヒノキ亜科 (Subfam.

Cupressioideae) (写真 4)で朱印は蛍光 X線分

柾目菌 板目面

写真4 木材組織顕微鏡写真 (内箱蓋)

木材保存 Vo1.40-4 (2014) 
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図2 朱印に使用 された顔料の蛍光 X線分析

析で朱 (HgS) (図 2)が確認され，紐の繊維種

は苧麻あるいは大麻のいずれかであることが分か

った。これらの情報をもとに処理方法を決定する。

続いて②クリーニングは出土時の泥や砂を流水で

筆や刷毛， 竹串を使用して取り除き (写真 5)， 

木材内部に浸み込んだ鉄イオンによる着色は③脱

色 ・洗浄としてエチレンジアミン四酢酸3ナトリ

ウム (EDTA3Na)水溶液に浸漬し脱色する。次

に薬剤含浸のために④保護材(ポリエステルの布

や不織布，ステンレスの枠など)の取り付けを行

い，脆弱な遺物が処理中に壊れないように保護す

る(写真 6)。⑤薬剤含浸は外箱 ・内箱とも樹種

が針葉樹であり外箱は表面に劣化が見られたが全

写真5 クリーニンク

体として比較的状態が良く 外箱および内箱の蓋

に墨書や朱印があるため，加温せず有機溶剤を使

用し表面処理の必要ない方法としてアルコール ・

キシレン ・樹脂法を選択した。方法はエタノール

60%水溶液，続いてエタノール100%に浸潰し内

部の水分を完全に除いた後，キシレン ・エタノー

ル混合液に浸漬し，最終的にキシレン100%と置

換する。その後天然樹脂(ロジン ・ダンマルなど

の混合物)30%キシレン溶液に浸漬後，液から取

り出し木材内部のキシレンを蒸発させ乾燥させ

る。⑥表面処理とは通常100%近い高濃度まで薬

剤を含浸させた場合に表面の過剰な薬剤を水や有

機溶剤を使用して取り除く工程であるが，この処

写真6 遺物の保護
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外箱 内箱

半裁された竹と鉄球

写真7 保存処理後の祈祷具

理法では樹脂濃度が低く行う必要はない。最後に

⑦復元であるが基本は現状維持である。しかし

破片や割れている部分をそのままにしておくこと

は，考古学の研究や展示において本来の形状が分

かりにくく，また資料が散逸する可能性もあり，

接着することにより一体化し場合によっては欠

けている部分を合成樹脂で補い本来の姿に復元す

る場合もある。今回は外箱がぱらぱらで，使用さ

れていた竹釘では強度的に弱く復元することはで

きないため接着剤を用いて本来の形状に復元し，

博物館や資料館などで展示できる状態とした。保

存処理が終了した後は③処理中に変化した箇所は

ないか点検し処理後の記録をとり，写真撮影な

ども併せて行う 。その他の材質もそれぞれに適し

た処理方法で安定化を図った。処理後の様子を写

真7に示す。これらの木材および使用した薬剤も

有機物であるため今後も劣化が進むことは避けら

れない。そのため，保管にあたり より劣化しにく

い環境(温度 ・湿度 ・紫外線などの管理)を整え

ることが大切となる。

5. さし、ごに

わが国で出土木製品の保存処理が開始されて約

半世紀が経つ。遺跡から発掘される文化財では鉄

製品，木製品は最もその数が多いが，同じものが

こつとない貴重な財産であるため現状を維持しな

がら後世に長く残していかなければならないもの

である。出土木製品は内部の水を薬剤と置換する

際に形状が変化することがある。それぞれの遺物

に適したより良い処理方法を求めて新しい方法の

開発も行ってきた。その結果，過去には処理でき

なかった出土木製品が処理できるようになってき

た。しかし現在も様々な状態の遺物全てを適切

に処理できるわけで、はない。

さらに，どのようなものでも人聞が生活する環

境では劣化が進む。いかにそれを食い止めるかが

大事で、あるが，実際には文化財そのものの劣化を

遅らせる ことはできても完全に止める ことはでき

ない。そのため，より劣化しにくい環境を整える

ことも大切となる。これまでも多くの研究者はそ

れぞれの材質ごとに長く残していくためにはどの
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ように対処すべきであるかを研究してきた。しか

し木製品では分子レベルでの劣化機構について

は未知な部分も多く，また最大の問題点である保

存処理中の収縮・変形を事前に予想、し解決するこ

とは現時点では難しい場合も多く，研究の余地が

残されている。今後もさらに研究を進め，より良

い保存方法を確立させていく必要がある。
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