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今日のお話

考古学・植物学的方法を応用した料紙研究

―なにを？どうやって？

2018・2019年度研究の概要

―松尾大社社蔵史料と陽明文庫所蔵史料

料紙研究のオープンサイエンス

―データの可視化・共有化から国際標準化へ



私は残存デンプン粒分析の専門家です

遺跡の土や遺物の表面からデンプン粒を見つけ，
過去の植生や人間の植物利用を復元する分析

10 cm

軟らかい物を
たたきつぶした
痕跡

a b

石器

付着物は環境を探る手がかり
「植物を加工した」

同定不明＆
ウバユリ属

人骨の歯石

• 海外では1976年から開始
• 2004年に日本考古学へ導入，

日本で分析を担う唯二の1人

中国の遺跡(約7500～4000
年前)から出土した人骨の歯

穀物や堅果類を食べた

イネ属 コナラ属

破砕膨張

加熱調理した植物
を食べた

古代人の歯石はタイムカプセル
「植物を食べていた」



デンプン粒の特徴

*開放／直交ニコルは顕微鏡による撮影方法

偏光十字

• 高等植物の種子や果実，茎（幹），葉，
根などに貯蔵

• 植物のエネルギー源，安定した化学
構造をもつ

• 植物種によって形態がちがう
• 品種による形態の差異はない
• 最小は約1μm（1/1000mm）
• どのような環境でも何千年もの間

残る →だから考古学で利用

（Sivak & Preiss 1998より転載）



種（species）とは

科種 属 目 網 門 界

理科のヨウ素反応実験で使われるジャガイモは

界：植物界 Plantae
被子植物 Angiosperms
真正双子葉類 Eudicots
キク類 Asterids
目：ナス目 Solanales
科：ナス科 Solanaceae
属：ナス属 Solanum
種：ジャガイモ Solanum tuberosum L.

植物の種によってちがう＝最小の分類レベルでちがう

→大きいレベル小さいレベル←

生物の分類体系

* 品種は種のバリエーションです



料紙のデンプン粒の候補

1a 1b 2a 2b

稲葉政満. 2002.「紙」『文化財のための
保存科学入門』（京都造形芸術大学編）, 
(株)飛鳥企画. 写真1より転載.
スケールバーは10μm

イネ以外の例：ヒエ

イネ以外の例：キビ イネ以外の例：アワ

トロロアオイ

イネ（1000倍；スケールバーは5μm） ダイズ（1000倍；スケールバーは5μm）

大橋有佳氏（元興寺文化財研究所）
によるラマン分光分析では，豆糊は
ダイズの可能性が指摘される

トロロアオイ以外はすべてOlympus 
BX53-33Z（簡易偏光装置付）で撮影
a：開放ニコル ，b： 直交ニコル

ヒエ，アワ，キビは400倍
スケールバーは10μm



既存の料紙研究における課題

(1) 研究者の経験則による報告が多い
• 既存の顕微鏡撮影では撮影箇所の表記無し
• 画像にスケールを入れることが少ない

(2) 植物学的・鉱物学的な検討結果が提示されていない
• 「米粉の粒子あり」と報告 → イネ以外は存在しない？
• 炭酸カルシウム，カオリンなどの記載なし → 鉱物学的検討はしない？

(3) 分析データの数値化・共有化が行われていない

車の両輪のように
両方が必要ではないか？

定性的分析

定量的分析

第三者の再検証が困難
（再現性が担保されない）



考古学・植物学の方法論を使おう

モノから歴史を考える
＝考古学の手法

植物から環境を考える
＝植物学の手法

1. 植物性物質の同定

「米粉入り」

デンプン粒からイネと
同定（米粉と確定）

2. 構成物の数値化→客観性・再現性確保

サイズの計測 含有量の計数

3. 分析データの共有・公開

基盤にする考え方

私の強み
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やったこと(1) 分析項目と基準を確定

史料の基本情報と顕微鏡撮影の情報

構成物の情報

• ID（研究で使用する個別番号）
• 各所蔵機関での番号
• 史料の名称，コレクション名
• 史料の作成年月日
• 史料点数
• 料紙の素材，形態情報

• 撮影倍率
• 撮影箇所，撮影光
• 偏光ポラライザー使用の有無

• 構成物の同定結果
• デンプン粒の有無と植物種
• 他の植物性物質
• 糊痕跡の有無と残留状態



やったこと(2) 調査方法を統一

撮影1) 一紙6～8箇所選択

撮影2) 撮影箇所の数値による記録

一紙の縦横（XY）で記録

撮影3) 基本は透過光・偏光を使用

紙にあわせて反射／透過，偏光度を設定

使用機器

Dino-lite R & D（研究開発）
セット
• 拡大倍率20～220倍
• 偏光ポラライザー付レンズ

>>自分のPCにUSB接続
顕微鏡用偏光歪検査セット

400倍も導入

構成物の密度を
比較（定点計測は
しない)



事例数の拡充と分析結果の国際標準化

DNAバイオマーカー

Linked Dataや人文情報学的手法を導入

分析結果を情報基盤システムへ入れる

国際的な情報基盤システム
研究成果

機関データベース

（イメージ画像）
[https://hdl.handle.net/2027/fulcrum.z

c77sr415]
（Hi-CAT Plus検索画面）

今後やること

出版済データはGit
で公開（情報セン
ターへ同時提供）



2020年10月までの研究成果

松尾大社社蔵史料

陽明文庫所蔵史料

養和1（1181）～万延1
（1860）年の史料を調査

63点について，「東京大学史
料編纂所紀要」第31号で成果
の一部を報告（印刷中）

「近衛稙家消息」「近衛前久
消息」「近衛信尹消息」「伊
達政宗書状」等を調査

89点について，査読付学術誌
（国内誌）へ近日中に投稿

国内外の複数学会で
既報告（高評価）



松尾大社社蔵史料 273「徳川家康朱印状」

撮影箇所：
左から4.2cm，上から
22cm

画像内でイネのデンプン粒
40個（破線内），細胞組織
35片，塵を確認

6個

6個

5個

3個

3個

2個

5個
5個 5個

コウゾ，透過光で撮影（次のスライドは左下を拡大）



イネのデンプン粒は

現生イネ標本（200倍）

• 同定時は画像を拡大して，縦
径・横径を計測

• 偏光十字の確認は困難
• 六角形，粒径範囲6.57～

9.795μm，コウゾ繊維に絡ん
だ状態

>> イネと同定

5個

5個

3個

2個

3個



こちらです

現生イネ標本（200倍）

• 同定時は画像を拡大して，縦
径・横径を計測

• 偏光十字の確認は困難
• 六角形，粒径範囲6.57～

9.795μm，コウゾ繊維に絡ん
だ状態

>> イネと同定

5個

5個

3個

2個

3個



陽明文庫所蔵史料 02372「近衛信尹消息」

撮影箇所：
右から11.5cm，下から
8.3cm

画像内でイネのデンプン粒
4 個（破線内），トロロアオ
イのデンプン粒8 個（矢
印），細胞組織断片6 片を
確認 コウゾ，透過光で撮影（次のスライドは*を拡大）

トロロアオイのデンプン粒*

トロロアオイのデンプン粒

トロロアオイのデンプン粒

イネのデンプン粒
4個



トロロアオイのデンプン粒は

稲葉政満. 2002.「紙」『文化財のた
めの保存科学入門』（京都造形芸術大
学編）, (株)飛鳥企画. 写真1より転載.
スケールバーは10μm

• 同定時は画像を拡大し
て，縦径・横径を計測

• 偏光十字の確認は困難
• 円形，粒径範囲9.893

～25μm（画像全体）
>> トロロアオイと同定



こちらです

稲葉政満. 2002.「紙」『文化財のた
めの保存科学入門』（京都造形芸術大
学編）, (株)飛鳥企画. 写真1より転載.
スケールバーは10μm

• 同定時は画像を拡大し
て，縦径・横径を計測

• 偏光十字の確認は困難
• 円形，粒径範囲9.893

～25μm（画像全体）
>> トロロアオイと同定



松尾大社社蔵史料 12「光厳院院宣」

撮影箇所：
右から26.0cm，下から
9.7cm

画像内で細胞組織の断片
65 片（黒・茶色物質）， 繊
維断片3片を確認

裏打ちが厚いため，反射光で撮影（コントラストを微修正）

細胞組織
細胞組織

細胞組織

細胞組織

細胞組織

細胞組織

繊維

繊維

繊維

細胞組織 細胞組織



松尾大社社蔵史料 333「仁孝天皇綸旨」

撮影箇所：
右から6.5cm，上から
16.0cm

画像内で長石3個を確認
→アルカリ長石（カリウム・

ナトリウムが主成分）か
斜長石（カルシウム・ナト
リウムが主成分）の識別
は今後の課題

長石類

宿紙，透過光で撮影



分析データを可視化しよう

２０２０年４月より，「考古学・文化財
のためのデータサイエンス・サロン
online」で一から学んでいます

料紙研究の公開性と透明性
を支え，データのアクセシビ
リティを向上したい！

グラフ描画用パッケージggplot2や
統計解析の各パッケージを使用

料紙研究の
オープンサイエンス

統計解析環境R／RStudio

Artwork by @allison_horst
（CC BY 4.0）

コロナ禍で
現在勉強中



(1) 料紙サイズと含有量の相関をみた

陽明文庫所蔵史料（コウゾ）における無相関検定

帰無仮説H₀：母相関は0である「調査史料では料紙面積と構成物の量に相関がない」
対立仮説H₁：母相関は0ではない「調査史料では料紙面積と構成物の量に相関がある」

実施したコードや解析結果は<https://github.com/ashibuta/HI-CDPS_MTG20201012.git>で公開しています

相関係数＝-0.186486

母集団相関係数pに関する検定
• ｔ値=-1.3249
• df（自由度）=83
• p-value（p値）=0.1888

p値で「結果が統計的に有意かどうか」
を判断
• 有意水準0.05（5％）より大きい
• 「料紙面積」と「構成物の量」の間に

は有意な相関がない

「相関はない」ことが統計的に実証された



(2) 主成分分析で構成物全体の特徴をみた

松尾大社社蔵史料（コウゾのみ抽出）

第1主成分が34％超，第2主
成分と合わせて90％近い

主成分の分散 寄与率 累積寄与率

comp 1 1.7240043 34.480085 34.48009

comp 2 1.2290034 24.580068 59.06015

comp 3 0.9940092 19.880184 78.94034

comp 4 0.6924212 13.848425 92.78876

comp 5 0.3605619 7.211238 100.00000

同じ変数の意味を示す2つに分かれる
• 細胞組織と繊維は素材由来を示す
• デンプン粒・鉱物・ほかは填料を示す

実施したコードや解析結果は<https://github.com/ashibuta/HI-CDPS_MTG20201012.git>で公開しています

第1主成分は「素
材由来」と要約

主成分得点の散布図
（数字は得点）



(2) 主成分分析で構成物全体の特徴をみた

陽明文庫所蔵史料（コウゾのみ抽出） 主成分得点の散布図
（数字は得点）

第1主成分が27％超，第2主
成分も合わせると80％近い

主成分の分散 寄与率 累積寄与率

comp 1 1.3766096 27.53219 27.53219

comp 2 1.2662437 25.32487 52.85707

comp 3 0.9304291 18.60858 71.46565

comp 4 0.8380248 16.76050 88.22614

comp 5 0.5886928 11.77386 100.00000

第1主成分は「填
料と他の物質との
混合」と要約

• デンプン粒と鉱物は填料
• 細胞組織，繊維・ほかは異なる変数を

もつ（素材由来だけではない）

実施したコードや解析結果は<https://github.com/ashibuta/HI-CDPS_MTG20201012.git>で公開しています



(3) 因子分析で構成物同士の相関をみた

松尾大社社蔵史料（コウゾ）における料紙構成物の共通因子・相関関係

実施したコードや解析結果は<https://github.com/ashibuta/HI-CDPS_MTG20201012.git>で公開しています

3因子で決定

MR1 MR3 MR2

デンプン粒 0.02216235 0.46395200 0.2130674

鉱物 -0.04041092 -0.06896046 0.5434480

細胞組織 0.80277436 0.12666155 0.1189321

繊維 0.75713597 -0.16936664 -0.1628024

ほか -0.04003187 0.56883444 -0.1576144

因子負荷量

MR1 MR2 MR3

寄与 1.22 0.62 0.43

寄与率 0.24 0.12 0.09

累積寄与率 0.24 0.37 0.45

説明率 0.54 0.27 0.19

累積説明率 0.54 0.81 1.00

バリマックス解

MR1 MR2 MR3

MR1 1.00 -0.17 -0.16

MR2 -0.17 1.00 0.39

MR3 -0.16 0.39 1.00

因子間相関

累積寄与率が0.5より小 >> データの拡充が必要
細胞組織－繊維，デンプン粒－
鉱物－ほかが相関関係をもつ



(3) 因子分析で構成物同士の相関をみた

実施したコードや解析結果は<https://github.com/ashibuta/HI-CDPS_MTG20201012.git>で公開しています

陽明文庫所蔵史料（コウゾ）における料紙構成物の共通因子・相関関係

MR1 MR3 MR2

デンプン粒 0.01654569 0.79113716 -0.009188201

鉱物 0.92299697 0.01169930 0.008554870

細胞組織 0.18572833 -0.14466103 -0.163285306

繊維 -0.20071818 0.18314100 0.295960324

ほか 0.02345439 -0.01816758 0.737600749

因子負荷量

累積寄与率が0.5より小 >> データの拡充が必要

デンプン粒と鉱物が相関関係を
もつ（調査史料の特徴）

3因子で決定

MR1 MR2 MR3

寄与 1.03 0.75 0.60

寄与率 0.21 0.15 0.12

累積寄与率 0.21 0.36 0.48

説明率 0.43 0.31 0.25

累積説明率 0.43 0.75 1.00

バリマックス解

MR1 MR2 MR3

MR1 1.00 0.33 0.08

MR2 0.33 1.00 0.14

MR3 0.08 0.14 1.00

因子間相関



(4) 構成物量の変化をみた

細胞組織・柔細胞の含有量 繊維の含有量

時期による増減

松尾大社社蔵史料63点

• 86「室町幕府奉行人連署奉書」が増加のピーク，以降は減少
• 26「徳川家綱朱印状」以降の減少が顕著

室町時代後半と江戸時代前半に料紙材料や製法の変化がある？

実施したコードや解析結果は<https://github.com/ashibuta/HI-CDPS_MTG20201012.git>で公開しています



(5) デンプン粒の特徴をみた

松尾大社社蔵史料
63点中14点

陽明文庫所蔵史料
89点中23点

料紙のデンプン粒は粒径の分散が大きい

植物の生産地や当時の生育環境に起因 → 料紙の生産地を示す？
「野生型と栽培型の間で大きさに差異」（Loy et aｌ. 1992；渋谷2010）

実施したコードや解析結果は<https://github.com/ashibuta/HI-CDPS_MTG20201012.git>で公開しています

私が最も興味
深かった結果



まとめると

原本史料調査 構成物の分析 DNA分析による成分特定

DNAバイオマーカー

科学研究基盤の構築と歴史資料の修理・保存方法の検証

情報化実践（Rによる可視化）と情報基盤への反映

研究成果の共有・公開
（オープンアクセス）

料紙研究の国際標準化と東アジアにおける研究の展開

国際共同研究

フィードバック 考古科学（残存デンプン粒研究の進展へ）

文書の内容



ご静聴ありがとうございました
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