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酸素同位体比年輪年代法の展開とその分析化学的背景

名古屋大学大学院環境学研究科　 中塚武

Dendrochronology is a research field of science to utilize
patterns in tree-ring width for dating of wood formation
and reconstructing of past climate variations. In contrast,
oxygen isotope dendrochronology focuses on natural
abundance ratios of oxygen isotopes (18O to 16O) in
tree-ring cellulose instead of tree-ring width for making it
possible to date many archaeologically excavated woods
in Japan irrespective of tree species and reconstruct past
summer precipitation, tightly related to Japanese history
through crop failure in rice paddy cultivation, precisely
for last several thousand years. Behind the formation and
progress in oxygen isotope dendrochronology, there are
two hard and soft innovations in analytical chemistry.
One is the development of a pyrolysis elemental analyzer
combined with an isotope ratio mass spectrometer. The
other is the creation of rapid extraction method of cel-
lulose from tree rings. Besides, in Japan, the interactive
approach among many research fields including history,
climatology and plant physiology based on a successful
history of collaboration between dendrochronology and
archaeology has realized an unprecedentedly long and
detailed paleoclimate reconstruction covering all time
scales from annual to millennial in Japan, which is now
stimulating various new studies in multiple fields such as
history, archaeology, and climatology.
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1 はじめに

樹木の年輪，それも現生木だけでなく，遺跡から出
土した木材や古い建築物の柱などに含まれる年輪の幅
の変動パターンを木材の年代決定や気候変動の復元に
用いる「年輪年代学」という研究分野がある．樹木に
は気温や降水量などの環境条件の変化に応じて，毎年
の成長量（年輪幅）が樹種ごとに同調して変化する性
質があり，特定の地域で樹種ごとの年輪幅の長期にわ
たる変動パターンを明らかにできれば，その変動の物
差し（標準年輪曲線）を使って，同一地域の同一樹種
の任意の木材の形成年代が，年輪幅のパターンマッチ
ングから 1年単位で明らかにできるし，過去の気候の
変動も復元できる．これは，もともと 20世紀初頭に
米国南西部・アリゾナの天文学者が太陽活動の変動周
期を明らかにするために始めた研究であったが1)，そ
の後，米国や欧州の考古学者や気候学者に引き継がれ，
現在ではデータ取得の容易さもあって世界中に普及し
ている．日本でも 1980年代から奈良文化財研究所で
主にスギやヒノキを対象に，弥生時代から現在までの
約 3000年間の標準年輪曲線が作られ，遺跡出土材や
古い建築物の年代決定に用いられてきた2)．しかし温
暖で湿潤な日本を含むアジアモンスーン地域では，欧
米とは異なり森林内の樹木密度が高すぎるため，年輪
幅には気候とは別に隣の樹木との光を巡る生態学的競
争が強く反映してしまい，また遺跡から出土する広葉
樹材の無数の樹種ごとに標準年輪曲線を作ることは事
実上不可能なので，日本における年輪年代学の研究に
は限界があることもわかっていた．
こうした中で 2011年に私が初めて提唱した酸素同
位体比年輪年代法は，年輪幅の代わりに年輪に含まれ
るセルロースの酸素同位体比を年代決定に使う，とい
う手の込んだ方法であったが，それは樹木の局所的生
息環境の影響を受けず，樹種の違いを越えて同一の気
候条件下にある全ての樹木で同じ変動パターンを示す
ことから，年輪年代学の新分野として縄文中期以降（約
5000年前から）の日本の遺跡出土材の年代決定に急
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速に応用され始めている3, 4)．また年輪セルロース酸
素同位体比（δ18O）が夏季の降水量を反映することか
ら，水田稲作の豊凶を大きく左右したと考えられる洪
水や干ばつの発生情報が，過去数千年間にわたって年
単位で入手でき，日本史の理解にもさまざまな新しい
発見をもたらしつつある5)．なお，自然安定同位体比
の研究では 18O/16O比をそのまま表すのではなく，試
料に含まれる 18O/16O比をウィーンの国際原子力機関
が頒布する国際標準物質である標準平均海水VSMOW
（Vienna Standard Mean Ocean Water）の 18O/16O 比を
使って，以下の式で表す．

δ18OVSMOW(‰) =
{

(18O/16O)sample

(18O/16O)VSMOW
− 1
}
× 1000.

本論では，酸素同位体比年輪年代法の急速な進展の
背後にある学問の状況を，同位体比の分析とデータ解
析のイノベーションを中心に，簡潔に紹介してみたい．

2 年輪セルロース酸素同位体比の規定要因

樹木年輪のセルロース酸素同位体比が，夏の降水量
の変化を反映して，気候復元の鋭敏な指標になると共
に，樹種の違いを越えた年輪年代の決定に使える仕組
みを理解するためには，年輪，すなわち木材がいかに
形成されるかを知らなければならない．年輪とは，幹
の樹皮の直下にある形成層の細胞において，初夏には
葉に水を届けるために穴の大きな細胞（広葉樹の場合
は導管細胞）が作られ，晩夏には樹木の重量を支える
ために壁の厚い（穴の小さな）細胞が作られることか
ら，木材の中に細胞の色や体積密度のサイクルが 1年
で 1つ生じることに由来する名前である6)．年輪に含
まれるセルロースは，師管を通って葉から運ばれてく
るスクロース（グルコースとフラクトースのダイマー）
が形成層で再編されて作られるグルコースのポリマー
であり，その酸素同位体比にはスクロースが作られた
葉内の水の酸素同位体比の変動が記録されている．

Figure 1は，葉内水の酸素同位体比の規定要因を表
したものである．葉の裏面には気孔が開いていて，葉
内と外気のそれぞれの水蒸気圧に応じて水蒸気が拡散
で出入りしている．通常葉内の狭い空間は水蒸気で飽
和している（相対湿度は 100 %）と考えられるので，
外気の相対湿度（図中では F2/F3に対応）が 100 %よ
り低い分だけ，茎を通して土壌水が汲み上げられ，水
の収支が成り立っている．降水由来の水が土壌から上
がってくる過程では同位体比は変化しないが，葉内で
水が蒸発するときと水蒸気が気孔内を拡散するときに

Figure 1. Schematic illustration on the mecha-
nism determining leaf water oxygen isotope ra-
tio (δ18O). εe and εk are isotope fractionation
factors during evaporation and diffusion, respec-
tively.

は，それぞれ軽い酸素 16が重い酸素 18よりも優先的
に移動するため，葉内水では酸素 18が濃縮すること
になる．Figure 1では水の収支と水同位体比の収支の
式に，外気で降水と水蒸気が蒸発と凝結の平衡状態に
達していると仮定した式を加えた 3つの連立方程式を
解くことで，葉内水の酸素同位体比が降水同位体比と
相対湿度（F2/F3）の一次関数の形で表せることが分か
る7)．
日本を含む中・低緯度の温暖で湿潤な地域では，降
水同位体比は降水量と負の相関で変化すること（雨量
効果という）が知られており，一般に降水量が多い時
には相対湿度は高いことと合わせて，葉内水の酸素同
位体比は降水量と負の相関を持つことが予想できる．
実際に Fig. 2に示すように，長野県南部の信州大学農
学部の演習林で無作為に採取されたスギとカラマツと
アカマツの各 3個体の酸素同位体比の変動は，年輪幅
とは異なり樹種の違いを越えてよく一致し，その変動
を月降水量と比較すると，樹木が主に成長する 6月か
ら 8 月の降水量と顕著な負の相関を持つことが分か
る8)．Figure 2cからは 6月から 8月の降水量の合計値
との相関が個別の月降水量との相関よりも高い（絶対
値が大きい）ことが分かるが，それはこれらの樹木が
この季節の間ずっと光合成をしていて，年輪の酸素同
位体比を使えば夏の期間全体の降水量がよく復元でき
ることを意味している．ところで酸素同位体比の絶対
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Figure 2. Variations in tree-ring width (a) and tree-ring cellulose δ18O (b) in three individual trees (thin
lines) of three tree species (thick lines: average of each species) at an experimental forest in southern
region of Nagano prefecture, and the correlation of variations between the tree-ring δ18O and monthly
precipitation observed around the forest (c).

値自体は，樹種間で大きく異なっている．これはスク
ロースが形成層の細胞でセルロースに変換されるまで
の間に導管水に由来する同位体比の低い水と酸素を交
換する割合（光合成後の二次的同位体交換率）が樹種
間で異なっている可能性を示しているが，少なくとも
その変動パターンは樹種の違いを越えてほぼ相同であ
り，年代決定には問題なく利用できることが分かる．

3 背景にある 2つのイノベーション

Figure 1に示した葉内水の酸素同位体比の変動メカ
ニズム自体は，理論的には何十年も前からわかってい
たが，年輪セルロースの研究に全面的に応用されるよ
うになったのは 21世紀になってからである．それに
は同位体比の分析法が大きく関係している．自然界で
年輪セルロースなどの 18O/16O比の変化は僅か（小数
点 6–7桁目）なので，その測定には異なる同位体を同
時に計測できる多数の検出器（マルチプルコレクター）
を装着した同位体比専用の質量分析計が使われる．そ
のため，試料に含まれる全ての酸素はあらかじめ CO2

のような安定で単純なガス分子に変換しておく必要が
ある．炭酸塩や水に含まれる酸素同位体比の情報は，

試料をリン酸と反応させたり CO2 とイオン平衡にし
たりすることで CO2 に転写できるが，有機物の酸素は
通常燃焼以外の方法ではガスにならず，しかし燃焼す
ると外部から酸化剤の酸素が混入するので，セルロー
スの酸素同位体比は測定できない状況が続いていた．
20世紀の末になり，「含酸素有機物の試料を He ガス
が流れる 1400 ◦Cの高温状態のセラミック管に落下さ
せ，試料中の酸素を全て炉材や分子内の炭素と反応さ
せて CO に熱分解し，それを Heガスと共に同位体比
質量分析計に導入する装置」が市販されるようになり，
年輪のような莫大な数からなる有機物試料の酸素同位
体比の研究が始まった．
この装置の普及と共に，21世紀になって徐々に世界
中で年輪酸素同位体比の研究が進んだが，しばらくの
間は爆発的な拡大は起こらなかった．その背景には，
樹木年輪研究の先進地域である欧米では，年輪幅で十
分な気候復元や年代決定ができる一方で，葉内水の酸
素同位体比を規定する降水の同位体比が降水量ではな
く気温の影響を受けるため（温度効果という），年輪
酸素同位体比からの気候復元が簡単ではないという事
情もあったが，それ以上に，堅い木材から膨大な数の
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Figure 3. Present situation toward establishment of tree-ring cellulose δ18O master chronologies in Japan.

狭い年輪を正確に切り出して粉末化し複雑な化学処理
を施してセルロースを得る過程がとても煩雑で手間の
かかる作業であり，必要な数の年輪セルロース試料を
現実的な研究時間内に作成することができなかったこ
とがある．これに対し我々は世界に先駆けて，「木材
を薄い板のままセルロースにして，そのあとで精密ナ
イフを使って，顕微鏡下で年輪を切り分ける」という
方法を考えついた9)．この「板ごと抽出法」により試
料処理速度が数十倍に速くなると共に，柔らかいセル
ロース板から年輪境界に沿って正確に年輪を分割でき
るようになり，目視観察によりコンタミネーションの
影響も排除できて，我々が先導する形で日本を含むア
ジア各国において研究が一気に活発化することになっ
た10–15). 特に日本では現時点で Fig. 3 に示すように，
過去 5000年間にわたるセルロース酸素同位体比の標
準年輪曲線が全国各地でできつつあり，正に世界でも
空前の進展状況になっている．

4 歴史学・考古学との協働による急速な発展

日本において世界に先駆けて年輪セルロース酸素
同位体比のデータ整備が進んできた理由の一つは，上
述のような分析技術の革新にあるが，技術革新が起き

たこと自体のより大きな背景には，日本における長年
にわたる文理融合の実績がある．日本には 21 世紀に
なった段階で，既に過去 3000年に及ぶ年輪幅の標準
年輪曲線があり，元となったスギやヒノキの木材を使
えば長期にわたるセルロース酸素同位体比のデータの
取得はいつでも可能な状況にあった．また，それ以前
の縄文時代の埋没木も多数見つかっていて，年輪幅で
は年代は決まっていなかったが，酸素同位体比を使え
ば早期に年代が決められる展望があった．こうした状
況は，長年にわたる年輪年代学と考古学の間での出土
材の年代決定を巡る緊密な文理協働の中で生まれたも
のである．
セルロースの酸素同位体比を測定することで，従来
の年輪年代決定に加えて，日本の歴史に大きな影響を
与えた可能性のある夏の降水量の変動が復元できるよ
うになったことも，歴史学や考古学と年輪年代学の間
での緊密な連携を更に促進することになった．まず全
国の自治体の埋蔵文化財調査センターに所属する考古
学者から年代決定のための大量の出土材が年輪年代学
者に提供され，年輪年代学者は年代を考古学者に報告
すると同時に気候データを歴史学者や考古学者に通知
する．歴史学者や考古学者は文書や遺跡の記録を気候
データと比較することで，年輪年代学による気候復元
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Figure 4. Raw data of tree-ring cellulose oxygen (a) and hydrogen (b) isotopic ratios for individual
trees, mainly Japanese cypress, in central Japan.

を検証する．そうした相互作用のサイクルが極めて速
く回転したことで，長期にわたる高精度のデータ構築
が一気に進んだ．
文理協働によって年輪年代学だけからでは決して

生じないデータ解析上のイノベーションも生まれた．
Figure 4aは中部日本の広域で採取された過去 2600年
間のさまざまな時代の計 67個体の年輪セルロース酸
素同位体比の生データである．一見して多くの個体の
酸素同位体比は長期にわたって下がり続けるが，新規
個体が参入するたびに値が元に戻るので，これは光合
成後の導管水との二次的同位体交換率が樹齢と共に増
大する「樹齢効果」で説明できる．こうした樹齢効果
は年輪幅にも普遍的にみられるので，年輪年代学者は
これまで適当な関数を使って年輪データから長期（低
周波）の樹齢効果を無造作に消去して，短周期（高周
波）の変動のみを議論してきた．年代決定は比較的短
周期の変動を使えば行えるからだが，通常の歴史学者
や考古学者は「千年前と現在の気候はどう違うのか」
といった数百年スケールの気候変動に興味を持ってお
り，この樹齢効果への対応が「文理の壁」を作ってい
た．我々は文理協働の中でこの問題を解決する必要性
を痛感し，同じ試料の水素同位体比が Fig. 4b のよう

に逆方向の樹齢効果を示すことを利用した，新しい長
周期の気候復元法を開発した16)．
酸素と水素は共に水分子を構成するので，葉内水の
酸素と水素の同位体比の間には Fig. 1に示すように気
候条件を反映した強い正の相関がある一方，光合成後
の有機物と導管水の間での同位体交換では，酸素と水
素の同位体比が逆方向に変化することがわかってい
る17)．そこで酸素と水素の同位体比の連立方程式を解
く形で樹齢効果を除去し気候変動のみを取り出したの
が，Fig. 5aである.このデータには，中部日本におけ
る夏季降水量の年単位から千年単位までのあらゆる周
期の変動が正確に記録されていることが，近現代の気
象観測データや近世の日記の天候記述，中世の気象災
害記録，堆積物による長期気候復元などとの比較から
検証されている．文理協働における歴史学・考古学か
らの要請が，年輪年代学のデータ解析において世界で
初めての新しいイノベーションを生んだのである．

5 おわりに

Figure 5 のデータは，歴史学・考古学・気候学のそ
れぞれの分野に，さまざまな新しい研究課題を生み出
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Figure 5. Variation in climatological component of tree-ring cellulose δ18O during last 2600 years (a)
and its 16-64 year band-pass filtered variation (b) in comparison with historical tables in Japan (c) and
China (d) during the corresponding period.

しつつある．まず全体の変動には，弥生時代中期（紀
元前 4–紀元前 1世紀）と平安時代前期（9–10世紀）が
乾燥，古墳時代（3–6世紀）と江戸時代（17–18世紀）
が湿潤のそれぞれの極にあたる千年余りの周期性が
認められ，それらは日本史の既存の知見とよく合致す
る．と同時に，年単位で洪水や干ばつの発生状況を跡
付けられるデータからは，文献史料に記された古代か
ら現代までのさまざまな社会事象との関連性が議論さ
れ始めている5)．さらに，データを周波数分解すると，
「数百年に一度の割合で数十年周期の変動の振幅が拡
大し，その都度，日本や中国で政治体制の転換を伴う
大きな動乱が起きていた」，という全く新しい気候と
歴史の関係性もわかってきた（Fig. 5b–d）．この関係
性の背後にある歴史のメカニズムについても，中世や
近世の生産や飢饉，紛争等に関する古文書との対比か
ら詳細に検討され始めているが，Fig. 5aの酸素同位体
比の変動パターンは，遺跡から出土する無数の材の年

単位での年代決定にも，そのまま利用できるので，気
候変動と人間社会の歴史的関係性は，弥生時代などの
先史時代にまで遡って年単位で検証できるようになり
つつある．一方，「降水量の数十年周期変動の間欠的
な振幅拡大」という現象自体は，気候学に全く新しい
研究テーマをもたらし，現在進行中の地球温暖化を含
む気候変動との関係性も射程に入れた新しい研究が始
まろうとしている．
酸素同位体比年輪年代法は，分析化学と木材科学，
樹木生理学，気候学，考古学，歴史学などの境界に位
置する研究分野である．年輪年代法を使った高時間分
解能での気候復元研究自体は，気候変化に関する政府
間パネル（IPCC）の地球温暖化予測研究に資するため
に，世界中で精力的に行われているが，その中でも日
本におけるセルロース酸素同位体比の時系列データの
構築と分析化学・データ解析両面での技術革新は，世
界でも群を抜いた状況にある．年輪幅による年輪年代
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学の研究では，日本はもともと生態学的な困難を抱え
ており研究者の数も極めて少なかったが，考古学者と
年輪年代学者の間には，年輪年代の決定を巡って長年
の強固な信頼関係が築かれていた．我々は総合地球環
境学研究所のプロジェクト（筆者略歴参照）において，
酸素同位体比年輪年代法という新たな手法を軸に多く
の考古学者と歴史学者を巻き込んで，より大きな文理
協働の枠組みを作ることで，結果的に新しいイノベー
ションと更なるデータ構築を達成してきた．文理協働
によるイノベーションの推進は，「より遠くの分野と
の連携が，より根本的なイノベーションを生む」とい
う事実を教えてくれる．今後，文理融合という枠組み
を生かしつつ，分析・計測科学一般においても，イノ
ベーションの経験交流を図って行きたい．
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