
日野 克紀

第 11 回例会は「保存修復施設と美術館見学」

と題して開催された。はじめに紙資料の保存修

復処置を行っている （株 ） Conservation for 

Identity（略称 CFID）へ訪問した。同社の飯島正

行氏から保存修復への取り組みについて、サク

ションテーブルによる版画作品の洗浄を実演し

て頂いた。 

 CFID では「資料のアイデンティティを護る」とい

う考えを基に保存修復処置を行っているという。

この考えは資料が持つ情報、使われている素材、

特徴的な構造を含めた本来の姿をできるだけ残

し、非破壊的、可逆的な処置を行い資料の価値

を十分に発揮できるようにすることである。さらに

処置前の状態調査や処置内容、使用した材料

などを詳細に記録することも重要であるという。 

 サクションテーブルは上面全体が吸引面になっ

ていて、その上に作品を置いて水を噴霧すると、

溶解した汚れが裏側へ吸引される。洗浄の他に

も脱酸や漂白等も行うことができる。短時間で作

業ができ、部分的な洗浄も可能で水に対してデ

リケートな作品にも使用できるが、処置できる作

品の大きさに限度があり、インクなど吸引によっ

て裏に抜けてしまう作品には使用できないなど

見極めが必要になる。 

 保存修復とは資料を終始観察しながら行われ

る。資料は状態調査の段階だけでなく、処置の

間にも様々な情報をもたらし、それを如何に記録

に残し伝えていけるかで資料の価値は大きく変

わってくる。私も修復に携わる一人として、資料

との向き合い方を改めて考えさせられた。 

　　　　　　　　第11回
　　ＮＰＯ法人歴史資料継承機構
　　　　   　　例会

「保存修復施設と美術館見学会」

　　　　　日時：2013年9月7日（土）

　　　10：00-11：30
　　　　（株）Conservation for Identity
　　　　　　　　　　　　　　　　【修復】

　　　13：00-14：30
　　　　（株）プリザベーション・
　　　　　　テクノロジーズ・ジャパン
　　　　　　　　　　　　　　【脱酸処理】

　　　15：30-16：30
　　　　さいたま市大宮盆栽美術館

（株）Conservation
　　 for Identity の見学

←サクションテーブル

↓飯島氏の説明

↑脱酸処理

横島氏の解説→



大量脱酸処理施設
『株式会社プリザベーション・テクノロジーズ・ジャパン』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の見学 杉山　晴香

第 11回例会で見学した施設のうち、『株式会社プリザ

ベーション・テクノロジーズ・ジャパン』の見学について概

要をまとめます。 

私は過去に東洋美術学校の実習の中で、水性処理

による脱酸処理は行ったことがありました。しかし、その

方法では実施が困難な素材や変形が起こる危険性など、

他にも留意しなければならない点が多くあり、大量の脱

酸処理には不適正であると感じました。『株式会社プリ

ザベーション・テクノロジーズ・ジャパン』では、非水性処

理による大量の書籍や新聞等の脱酸処理を行っている

という話を以前より知人から聞いていて、大変興味があ

りました。 

建物の中に入ると、想像していた工房のような内部で

はなく、工場のような大きな機械が並ぶ空間で驚きまし

た。コンテナに詰めて運ばれてきた書籍類は、コンテナ

に付与された番号でまとめられ、各書籍はバーコードを

読み取り海外の本社とネットワークで管理され、目視に

よる損傷状態の記録などもコンピューターで管理するこ

とで、すべての書籍が処理され依頼者のもとへ返却さ

れるとのことでした。大量の脱酸処理は、書籍など処理

対象の形態に合わせたホルダーにセットし、酸化マグネ

シウムの液体に浸漬させ、装置を稼働して液流を利用

することで可能にしているのだそうです。処理後は余分

なマグネシウム粒子を拭き取り、その後の液体の品質

なども、徹底的に管理記録されていました。 

見学を終えて、作業全体がネットワークで徹底管理さ

れ、すべてが工業的な流れ作業で、効率的に行われて

いた事に驚きました。また、書籍や新聞等の形態や適

応できる素材の幅も、水性処理による脱酸より広くとて

も魅力的でした。私の参加している調査先でも、ボロボ

ロの酸性紙が見つかることがあり、今後の対応を検討

する必要がある場面が多々あります。今回の見学で、

そういった場面にもう一歩踏み込んだアドバイスが出来

るように勉強を続けたいと感じました。 

大宮盆栽美術館を訪れて 西潟　澪

さいたま市大宮盆栽美術館を訪れた。今回は、第 10

回目の例会で報告された井上拓巳氏に解説していただ

きながら観覧した。なかなか知る機会がない盆栽の見

方や展示方法などを詳しく説明して頂いた。 

 

館内は、室内展示と屋外展示があり、室内展示では

まず盆栽がでてくる浮世絵や古文書などが展示してあ

った。展示室の壁には盆栽の見方や形、ジン・シャリな

どについての展示パネルがあり盆栽について学ぶこと

ができた。盆栽を見る時は、まず正面からしっかり見て、

次に下から見上げるようにして見ると大木の下にいるよ

うな感覚になり全く違う雰囲気が楽しめる。盆栽以外に

も水石や盆器などの展示もあり、コレクションガイドでは

四季の盆栽の様子などを知ることができる。また、座敷

飾りのコーナーでは真・行・草の三種類の展示があり、

それぞれのお座敷に合った盆栽と掛け軸で空間が作り

だされていた。屋外展示は、庭園になっておりそこに多く

の盆栽が飾られている。それぞれ、季節に合い、見ごろ

となった盆栽が飾られ自由にゆっくりと見て回ることがで

きた。動かせないほどの大きな盆栽には、回転式の台

に置かれていて一方向から太陽があたらないようにと

工夫されていた。 

 

週ごとに盆栽の入れ替えがあるので何度訪れても楽

しめそうだ。また、花の季節や紅葉の季節の盆栽も観て

みたいものである。 



千葉　かおり
南伊豆町上賀茂渡辺家調査におけるステープラーの処理について

東京都調布市佐橋家文書保存・調査活動報告 西村　慎太郎

佐橋家はもともと室町時代に尾張熱田に住し、江戸

時代に至って尾張藩「御台所番」を勤めたと言われてい

るお宅で、戦前に現在の調布市に居を構えました。明治

維新後の当主である関次郎は台湾にわたり、台湾総督

府で華道指南などを行なったようで、俳画・陶芸・茶道に

優れ、俳号として如雪庵・冠左を称して、数々の作品が

現存しています。現在遺されている住居も冠左が設計し

たもので、茶室を備えた趣味人らしい造りになっていま

す。尾張藩に関する文書は付箋が剥離している文久年

間の分限帳しか遺されていませんが、葵紋入りの文箱

と硯箱が現存しております。文書は葵紋入り蒔絵文箱

に文書番号 1～100、漆塗りの挟み箱に文書番号 1～

120、軸箪笥が 2 棹でそれぞれ 5 段に分かれています。 

葵紋入り文箱は佐橋冠左に対する書状・冠左自身が

描いた書や和歌・扇面が収められていて、注目すべき

は御歌所寄人であった岡山高陰の書状（1-92）、佐竹永

湖の弁慶勧進帳図（1-59）などが確認されました。岡山

高陰は名古屋出身であり、晋や唐代の書に和様体混ぜ

た書家として著名で、佐竹永湖は幕末から明治期の画

家で、鳥取藩絵師の沖一峨に学び、維新後は内国勧業

博覧会に出品するなど多くの作品を遺している人物で

す。挟み箱（箱 2）は近世から現代にかけて、さまざまな

ものが入っており、昭和期の書状の一括など、近代の

佐橋家を理解する上で欠くことのできないはがき類とと

もに、尾張藩の分限帳など、熱田在住の折のものと思

われる文書も含まれます。はがき類は現在目録作成を

進めています。掛軸については現在佐橋家住宅の文化

的利用を目指して作業を進めておりますが、特筆すべき

ものとし浮田一蕙による「稲荷詣」（3-1-9）、橘千蔭によ

る和歌（3-2-5）、軍人である小笠原長生の書などが発

見されました。（作業従事者：相川詩織・井波吉太郎・岡

村龍男・奥平暁子・栗原佳・武子裕美・種村威史・西村

慎太郎・日野克紀・松井隆・松本美紅） 

南伊豆町上賀茂渡辺家文書の調査は 2007 年から始

まり今に至る。資料は皆、当主が生前談話室や、診察

室等として使用していた部屋の押入れに保管されてい

て、ご当主が時代や資料内容別に仕分けていたらしい。

今回は前回の調査では出来なかった資料の目録作成

がメインの中、資料はステープラーでまとめられていた

のが多く、それ自体錆びていて資料にも錆びが着き、本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来のステープラーとしての役割は果たせていなくそれ以

上に紙に悪影響を及ぼしていた。 

そこで、今回目録作成中に出てきたステープラーにま

とめられていた資料でかつ錆が酷い物に関して応急処

置として、ステープラーを除去した。その後ステープラー

の代わりに紙縒りで資料をまとめた。 

作業内容はステープラーを資料から離し、資料に付

着している錆を軽く刷毛ではらう。紙縒りを薄葉紙で作

成し、ステープラーの穴に通し玉を作りその紙縒りで作

成した玉をなるべく平にして資料をまとめた。 

今回、ステープラーの除去で錆により錆周辺の資料

がより粗悪な状態になっており、力を与えなくてもステー

プラーが剥がれる様に取れた。そして、資料周囲がもろ

もろと紙の繊維が剥がれはじめているのが観察できた。 

よって、今後その資料に対し保存処置が必要だと感じ

た。 

↑除去作業

除去、紙縒で修復後→

↑
除去した
ステープラー類

←葵紋入り文箱と中の書状類

　資料の保存作業と　
目録作成→
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8月25日 ニューズレター『じゃんぴん』vol.14刊行 

9月7日 第11回例会 Conservation for Identity・ 

         Preservation Technologies・大宮盆栽美術館訪問 

9月15日 東京都調布市佐橋家文書保存・調査活動 

9月17日 埼玉県川口市K家文書保存相談 

10月6日 神奈川県鎌倉市栗山家文書保存相談 

10月7日 東京都新宿区H家文書保存相談 

10月29日～31日 

図書館総合展ポスター展示・資料配布協力 

10月31日 東洋美術学校講義 

11月1日 東京都調布市佐橋家文書保存・調査活動 

11月7日 東洋美術学校講義 

12月1日 東京都杉並区蒲生家文書保存・調査活動 

 

その他、毎週水曜日に茨城史料ネットの活動に協力 

川村竹坡宛猪飼敬所書状史料集
編さん作業について

西村　慎太郎

 世田谷区川村家文書の保存・調査活動が終了し、そ

の成果を還元するため報告会開催や報告書刊行を計

画しておりますが、その一環として同家所蔵の猪飼敬

所書状の編さん・刊行を進めています。江戸時代後半、

京都の儒学者である猪飼敬所は伊勢国津藩藤堂家の

儒者として藩校有造館督学（いわゆる校長）を務めた

川村竹坡に多くの手紙を送り、学問上の交友を深めて

ます。川村竹坡は当法人で保存・整理作業をした川村

家の先祖です（川村家文書保存・調査活動の概略につ

いては NPO 法人歴史資料継承機構ニューズレター『じ

ゃんぴん』13 号をご覧ください）。川村竹坡宛猪飼敬所

書状は巻子状（いわゆる巻き物）で遺されていました。

『日本芸林叢書』第 4 巻の「猪飼敬所先生書束集」に一

部収録されていますが、今回発見された巻子と比較し

ますと、未収録の書状や多くの誤字脱字、数行分欠落

した書状が見られ、江戸時代の伊勢と京都の文化的交

流はもちろん、思想史研究にとっても重要な史料であ

るものと思われます。刊行は地元報告会の後の来年

度末を目指して、当法人会員や近世思想史研究者な

どと所蔵者のご協力を頂きながら編さんを行なっており

ます。もし書状の翻刻作業に関わって頂ける方がおり

ましたら、当法人までご連絡ください。 

第６回　南伊豆を知ろう会

1. 西村慎太郎（国文学研究資料館准教授）
　「第６回南伊豆を知ろう会にあたって」

2.山川千博（茨城史料ネット事務局）
　「地域のお城を遺すために」

3.岡村龍男（静岡市文化財課）
　「南伊豆の村々が支えた東海道交通

　　　　　―蒲原宿助郷指名の背景―」

日時：2013年12月7日（土）
　　　　13：30～
会場：南伊豆町役場１階　湯けむりホール
〒415-0392　静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂315-1

　　　　　2014年11月刊行予定
【内容】
第４回　南伊豆を知ろう会報告
田中潤「石室権現と伊豆山修験」
西村慎太郎「近代南伊豆の石材生産と流通」
第５回　南伊豆を知ろう会報告
泉田邦彦「茨城史料ネットの活動報告
　　　　 ―津波被災資料のレスキューを中心に―」
武子裕美「棟札と中木地区の神社」
西村慎太郎「南伊豆に伝わる武道秘伝書」
第６回　南伊豆を知ろう会報告
山川千博「地域のお城を遺すために」
岡村龍男「南伊豆の村々が支えた東海道交通
　　　　　―蒲原宿助郷指名の背景―」

『南伊豆を知ろう会2011・2012・2013（仮）』

資料の保存相談受付のお知らせ
 家に古文書のようなものがあるけれどどうしたらいいのだろう。

掛け軸や屏風があるけれどどう保存したらいいのだろう。いわゆ

る「くずし字」で書かれたものだけが資料ではありません。おじい

さんおばあさん・お父さんお母さんが遺されたものも大事な資料

です。写真も含まれます。 

 当法人では、資料についてのご相談を受け付けております。お

気軽に下記奥付までご連絡ください。 

 




