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a・v 解説 a・v

木質文化財の保存と修復 (3)紙資料

1.はじめに

紙でできた文化財というと，古文書や絵図，絵

画などの和紙資料をイメージされる方が多いかも

しれない。たしかに，前近代の日本の記録資料の
こうぞ

ほとんどは，和紙でつくられている。和紙は椿・
みつまた がんぴ

三枝・雁皮などの靭皮繊維を原料としており，白

皮部分を木灰などで煮て柔らかくしたものを清流

でさらし，ピーターで叩いて繊維をほぐして原料

とする。手漉きの場合にはネリ(増粘剤)として

トロロアオイなどを加えて和紙繊維を水に分散さ
すげた

せ，簾桁で繊維をすくって薄い紙の層をつくり，

それを板に張り付けて乾燥させたものが和紙であ

る。伝統的な製法では木灰が用いられるため，出

来上がった和紙は弱アルカリ性を示しており，酸

化しにくく保存性に優れている。和紙と墨の文化

であった日本の前近代の古文書は，保管環境にさ

え気を付けていれば数百年，数千年は残せる素材

である。

いっぽう，明治以降の文明開化，殖産興業によ

り日本には急速に海外の技術が取り込まれ，洋紙

金山正子*

の製造法も欧米から導入される。洋紙の材料は，

初期は麻や綿などのぼろ布であったが，木材から

パルフ。を加工する技術が開発されると木材パルフ。

がその主流となる。以降順次に日本の記録文化

も和紙から洋紙へと移行していった(表 1)。

2.紙資料の敵

記録媒体の素材としては非常に安定している和

紙資料にも大敵がいる。それは虫とカピなどの真

菌類である。まず真菌類の被害を避けるには，資料

の保管環境が高温高湿なカピの発育領域にならな

いように， とくに湿度調節に留意しなければなら

ない。一般的な紙資料の保管には，温度20~220C ・

相対湿度55%程度が適しており，収蔵庫内の空気

を緩やかに動かして湿気がーカ所に溜まるのを防

ぐ。また吸湿性の高いホコリを資料に堆積させな

いようこまめにクリーニングをし，外環境の温湿

度変化や酸性物質紫外線等から資料を遮断する

ために，中性紙封筒や中性紙保存箱へ収納するな

どの保護措置が必要で、ある。

また，害虫対策には収蔵庫の密閉性を保つこと

表 1 日本の洋紙製造の歴史

1450年

1799年

1807年
1820-30年

1840年

1875年

1880年

1889年

1901年
1912年

*公益財団法人元興寺文化財研究所

独のグーテンベルグが印刷機発明

仏の LouisRobert連続抄紙機発明
独のIllingロジンサイズ考案
ロジンサイズ実用化

独F.G.ケラー砕木パルプ (GP)発明
日本で木綿屑を原料として洋紙製造を開始(M8年)
米で化学パルプ (cp)発明

日本で、国産の木材パルプの製造開始 (M22年)

教科書用紙が洋紙に切り替わる (M34年)
日本の洋紙生産料が和紙生産料を超える (T元年)
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が重要で、ある。博物館等では収蔵庫管理として

IPM (Integrated Pest Management :総合的有害

生物管理)が普及してきている。これは， 日常定

期的に害虫の棲息調査などのチェックをし， もし

何か問題が生じても被害が拡大する前にいち早く

変化に気づき，速やかに対処できる管理システム

を構築するという考え方である。もし害虫が生息

していたらその進入路を見極め遮断し被害が生

じた資料は被害を拡散させないように隔離する。

もちろん，すでに真菌類や害虫の被害が生じてい

る場合は，酸化エチレンなどを主成分とした薬品

での燥蒸を施す必要がある。しかしそれは必要

最小限にとどめなければならない。きちんとした

環境制御もしないまま薬剤燥蒸に頼りすぎてきた

過去の害虫対策の反省でもある。

3. 紙資料の強化処置

残念ながらシパンムシなどの害虫に喰われて

レース編みのごとく穴だらけになった古文書(写

紙繊維を分散し

た水を流し込む
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写真 1

真 1)の修復には，漉最 (すきばめ:リーフキヤ

ステイングともいう )という修復技法が作業効率

もよく有効である。これは 水に分散させた和紙

繊維を文書の裏面から流し込み，虫穴などの欠損

部分に和紙繊維を醍めこむ修理技法である。日本

国内では，バキュームを接続したサクションテー

ブルという吸引台の上で繊維を流し込む「強制吸

フィルター
(不織布〉

吸引

サクションテーブル

バキュームの吸引により水は虫穴
を通り落下し、紙繊維はフィルター
の上に残り虫穴に補填される

排水

本紙

虫穴には紙繊維が 裏面全体に紙
補填される 繊維が微量均

/ ーにのる

i鹿妖の原理図 (上)

処理後の本紙断面図 (下)

図 1 強制吸引タイプ漉伝機略図
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写真2 漉巌作業 (元興寺文化財研究所)

引タイプJ(図 1・写真 2) と，大きな水槽から

小さな水槽を引き上げる際に生じる吸引力を利用

する「水頭差式タイプJ(図 2・写真 3)の二つ

のタイプが稼働している。いずれの方法も，繊維

を補填したのち i慮、紙に挟んでプレスしながら水

分を除去し自然乾燥していく 。この乾燥の過程

で，本紙の和紙繊維と補填した和紙繊維同士が水

素結合によりつながり 乾燥後は補填部分が違和

感なく l枚の紙のように仕上がる。現在囲内では

強制吸引タイプは元興寺文化財研究所で稼働中で

写真3 リーフキャスティング作業
(沖縄県公文書館写真提供/大湾ゆかり氏)

あるが，デンマーク式の水頭差式タイプを国産し

たものが国立公文書館・国会図書館 ・沖縄県公文

書館 ・神奈川県立公文書館 ・福井県立文書館など

で椋働している。

木材パルプで作られた洋紙のリー フキャステイ

ングにはコッ トンパルプなどが主に使われるが，

最近では洋紙にもなじみが良い和紙繊維が使われ

ている例もある。とくに楕繊維は繊維長が平均

lcm程度と長く ，全体的な補強という意味では

効果が高い。

①紙繊維が分散した水をポンプ

で汲み上げ本紙の上に注ぐ

紙繊維を分

散した溶液

②内恨IJの水槽を一気に引き上げるこ

とで下の槽からの吸引力が生じる

本紙

③本紙の支持枠

上枠は紙繊維を

注入したらはずす

④水は内側の水層のパッキング、をはずすと

吸引がゆるんで落下し左の水槽へ戻る

図2 7.l<頭差式リ フキャステイング略図
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写真4 虫穴の手繕い

写真5 裏打ち

手作業による伝統的な修復方法では，虫穴の形

状に合せてちぎった和紙を，虫穴の周囲 とちぎっ

た和紙の毛羽の部分にだけ糊をつけて虫穴に貼り

裏打ち

漉骸(リーフキャスティング)

ペーパー・スプリット

-209一

写真6 ぺーパースプリ ッ卜

(独ZFB社/'¥ンフレッ卜より)

込む「手繕いJ(写真 4)や，和紙の片面に糊を

刷毛でヲ|いて本紙の裏面に貼りあわせる「裏打ち」

(写真 5)が一般的な修理技法である。

また，甚だしく脆弱になった酸性紙などは，本

紙の欠損箇所を リーフキャステイングで補填した

後，本紙の表面と裏面にフィルターペーパーをゼ

ラチンで接着し，両面のフィルターペーパーを反

対方向に引っ張りヲ|き離すことで本紙を表と裏の

2枚に剥ぎ，その聞に薄手の芯紙を入れて再び貼

り戻し両面のフィルターペーパーを湯や酵素で

溶かして剥離する「ペーパースプリット」という

技法も適用される(写真 6)。

(表面)

(表面)
Tn--一一一一ー聞

守一本紙

守一裏打紙

. -補填繊維

I._一本紙

守一本紙

守一 挿入紙

守一本紙

図3 紙資料の補強断面の比較
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この裏打ち・漉最(リーフキャステイング)・ペー

パースプリットで処理した本紙の断面を比較する

と図3のようになる。漉鼠の特徴は，接着剤を一

切使わずに本紙の強化ができるということであ

る。本紙と補填した繊維が互いの水素結合で 1枚

のシートになるので，仕上がりが柔らかく，また

虫穴などの欠損箇所を中心に和紙繊維が流れ込む

ので，全体的には厚みが増えないという利点があ

る。裏打ちなどの場合は，糊が乾くと若干の硬さ

が生じ，裏打ちした和紙の分だけ厚みが増す。ペー

ノfースプリットは，本紙の間にあらたに芯紙が入

るので，全く別の紙の質感に変わる。この技法は，

文化財の原則の一つである「可逆性jを保つとい

う点では難しいが，両面に文字がある資料や瀕死

の紙を強化する最終手段としては有効で、ある。

4. 酸性紙の脱酸処理

日本では，明治8年から木綿属を原料とした洋

紙の国内製造が開始された。一般的に明治初期か

ら大正初期にかけて日本国内で製造された洋紙

は，海外から輸入された高品質な原料が使われて

いる上質紙が多く，保存性に優れているものが多

い。その後，国産の木材パルフ。の製造が始まるの

は明治22年である。その時にはすでに米国では化

学パルプが開発されている(表 1)。洋紙の原料

の木材パルフ。には大別して機械パルフ。と化学パル

プがある。機械パルプは木材チップをピーターで

砕いて原料にしたものだが，化学パルフ。はリグニ

ンなどの紙にとっては不純物となる木の成分を薬

品で除去したものである。機械パルフ。で、作られた

紙が下級紙，化学パルプで作られた紙が上質紙と

呼ばれている。印刷用紙として製造された紙は，

印刷インキの諺み止めであるロジンサイズの定着

剤として，製紙段階で、硫酸バンド(硫酸アルミニ

ウムと明馨)が添加される。その硫酸バンドの影

響で，経年すると紙が酸化して硬化し，本紙の周

囲から亀裂が入りポロポロと割れ落ちてくる症状

がよくみられる。とくに紙の原料の供給が制限さ

れていた第2次世界大戦期頃 (1940年代頃)の洋

紙は，機械パルフ。でイ乍られている下級紙の酸性紙

が多い。この時期は，本来は長期保存に適した上

質紙で作られる公文書の起案用紙などにも下級紙

が使われており，すでに硬化や亀裂などの酸性劣

化の症状が顕著なものが非常に多く，各所のアー

カイブを悩ませている。

洋紙資料は強化処置の他に，酸性劣化している

もの，あるいは将来的に酸性劣化が懸念されるも

のには脱酸(中和)処理が必要となる。脱酸処理

が必要かどうかの目安としては，紙の表面の pH

値が5以下の酸性紙の場合は，できるだけ早期に

脱酸処理を施すのが望ましいとされている。劣化

促進試験の結果， pH値5を下回ると，紙の紙力

が急激に低下するものが多いという実験結果から

くるボーダーラインである。しかし実情は，中性

紙が普及する以前の洋紙は pH値5以下のものが

多く，和紙資料でさえこの領域にあるものが多い。

一概に pH値だけで、処理の要否を判定するのでは

なく，さらに手で、触って紙の硬さや脆さを見極め

る官能試験で劣化度を判定し，その結果と総合し

て，脱酸処理や強化処理の要否を判断するのが妥

当である。

酸性紙の脱酸処理法には 水性脱酸法と非水性

脱酸法がある。水性脱酸は水酸化カルシウム(あ

るいはマグネシウム)飽和溶液，続いて炭酸水素

カルシウム(あるいはマグネシウム)飽和溶液に

紙資料を含浸し，その後自然乾燥する方法である。

本紙が数分間は溶液に浸された状態になるので，

文字が印刷や墨や油性インクなどの耐水性の場合

にしか適用できない。紙に記されている筆記材料

が水性インクや水性顔料などのように水溶性の場

合には，非水性脱酸を行う。非水性脱酸には，ア

ルカリ剤を揮発性の希釈剤で撹排したものを資料

の表面に吹き付け，徐々に薬剤を紙の中に浸透さ

せる。しかしいずれも脱酸処理は紙の強化処置

ではないので，すでに紙力が弱くなっている紙に

は，同時に裏打ちゃ漉最などの強化処置が必要で

ある。

5.記録遺産としての紙資料保存の課題

以上，紙そのものの強化方法について説明して

きた。しかし実際に修復の現場で悩まされるの

は，紙資料といえども実に複合的な材料を含んで、

いるという点である。たとえば，インクや顔料な

どの記録材料を発色させるために含まれる銅や鉄

などの金属成分が，経年劣化により酸化し記述

や彩色部分を茶変色させ さらには支持体である
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紙ごと腐食させてしまう劣化症状を「焼け」ゃ「コ

ロージオン」と呼んで、いる。具体的な例をあげる

と，鉱石を細かく砕いて作る日本絵具の緑青には

銅成分が含まれており，修復に使われる糊や水の

影響で銅成分の酸化反応が促進されやすくなる。

修復後の保管環境が高温高湿になった場合に劣化

の化学反応も促進され，その結果，緑青の彩色部

分が緑から茶色に変色したり，さらに劣化が進む

と腐食して本紙はもちろんのこと裏打ち紙まで抜

け落ちているものが，近世の絵図面や絵画などに

多くみられる。あるいは日本でも明治以降にはイ

ンクが多用されてくるが，初期のインクとして代

表的なブルーブラックインクの場合は，タンニン

酸を硫酸鉄と混合することによってできるタンニ

ン酸第一鉄塩複合体が，紙の中で徐々に酸化して

タンニン酸第二鉄に変化する際の黒変色を利用し

て，筆記文字が徐々に鮮明に判読できる記録材料

で，没食子インク(irongall ink)と呼ばれている。

この黒色化の反応が定着するまでの判読性を保つ

ために，インクにはブルーの染料も混ぜられてい

る。その結果，筆記部分が書いた当初のブルーか

らしばらく経つとブラックに徐々に変化するので

「ブルーブラックインク」という名称がつけられ

ている。この種のインクは，含まれる鉄成分の酸

化が進むと文字部分が抜けおちてくるインク・コ

ロージオンという症状を呈することも多く，これ

が深刻な問題となっている。とくに中世からイン

クが主たる筆記材料であった欧米の文化では，こ

のインク・コロージオンの劣化は深刻で，ダヴイ

ンチの直筆記録やレンプラントの素描画などをは

じめ，多くの記録資料や図画がすでに瀕死の劣化

症状を呈している。劣化のメカニズムや劣化抑制

の研究も EU圏を中心にさまざまな研究プロジェ

-211ー

クトが進められている。それらの情報を参照して，

日本の修復現場でも没食子インク書きの紙資料に

フイチン酸カルシウム溶液を含浸させる処理をし

て劣化を抑制する抗酸化処理が実用化されてい

る。しかし同じ洋紙とインクとはいえ，日本に

は日本の紙と記録材料の変遷があり，そういった

園内の近現代紙資料の素材研究はまだまだ進んで

いない。紙資料の場合 支持体である紙だけでは

なく，紙に記録材料で記された記録遺産を損なう

ことなく後世へ残すためには，紙と文字情報を記

したインクや顔料などの記録材料と双方の素材研

究が必要で、ある。

6. おわりに

保存修復にはコストと手聞がかかる。しかし

予防にかかる費用のほうが，傷んで、しまってから

修復にかかる費用よりも断然低コストですむのは

間違いない。劣化を予防するには，まず第 1に素

材研究，第2に劣化のメカニズムの研究，そして

第3に劣化抑制の技術の開発が必要である。たし

かに薬品による劣化抑制には期待するところが大

きい。しかし劣化を予防するための基本条件は，

温湿度管理をはじめとした環境制御である。強化

処置や劣化抑制の技術研究も大切だが，普段の資

料を扱ううえでも目配り，手当てを怠らず，資料

の変化をいち早く察知できるようなチェツクシス

テムのある管理がじつは一番大切なことだと実感

している。文化財は仕舞い込むのではなく，人の

手から次の世代の手へと直接わたってこそ学ぶべ

き何かを伝えることができると思いながら，毎日

資料を触りながら修復を進めている。

(2014.3.26受付)
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