
修復前 表 修復後 表

修復前 裏 修復後 裏

修 復 報 告
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1 《最後の審判》本格解体修理報告書

東北芸術工科大学・文化財保存修復研究センター『本格解体修理報告書 大浦天主堂キリシタン博物館所

蔵「ド・ロ版画・最後の審判」』より抜粋

1 修理概要
1‐1 修理前の状況

〈本紙部分〉

・本紙料紙には欠失部分が多く見られた。特に真

鍮泥（もしくは真鍮箔）が使用されていると思わ

れる彩色箇所は絵具焼け1のため料紙の脆弱化が

著しかった。

・本紙上部には料紙が肌裏紙2から完全に剥離し

ている箇所が見られた。

・本紙および表具全体に横折れが著しく生じてお

り、本紙中央には細かい縦折れも見られた。

・本紙全体に褐色および汚れなどが見られた。

〈装丁および構造〉

・表具裂には赤みがかった褐色の色染みが点在し

ている他に、虫損による欠失、ほつれ、汚れ、糊

浮きなどが見られた。

・表具裂上部の本紙付け廻し代3は接着剤により、

色が濃く変色している部分があった。

・R‐d‐41として本作品の古巣（旧表装部分）が

残っていることから、過去に本格解体修理が行わ

れ、新しい表具裂で新調されたことがわかった。

古巣の木綿布も絵具焼け箇所が欠損していること

から、その修理の時点ですでに真鍮箔が施された

料紙部分は損傷が著しかったことが伺い知れる。

その際に本紙料紙は木綿布から取り外され、欠損

部への補修はせずに楮紙で裏打ちが施されたと思

われる。その後、表具裂と楮紙を用いて掛軸装に

仕立てられた。表具の構造は一般的な掛軸と同じ

であるが、表木（八双）と軸木はオリジナルと同

様のものを再利用したと思われる4。

1‐2 修理方針

剥離し欠落しかけた料紙部分が示すように、本

紙の肌裏紙の接着力が低下していた。また料紙欠

損部が補填されていないことも影響が考えられた。

これらの問題を解決するため、本紙は旧裏打紙を

すべて除去し、本紙欠損部は本紙と同様の補修紙

にて繕い、新しい楮紙で裏打ち補強を施し安定し

た状態にすることとした。また、ド・ロ版画作品

に見られる独特の表装技法とその歴史的背景を考

慮し、表装部分も本紙同様に補修し再利用するこ

ととした。表具形式も現状から変えず、表具裂や

軸木など修理後も元使いで装丁することとした。

なお、本紙の長期保存を考慮し、修理後には太巻

き芯を使用して保管することとした。また、必要

に応じて随時材料分析を行うことにした。

1‐3 工期と工程

工期：令和2年10月1日～令和3年10月27日

〈全27工程〉

①写真撮影・損傷記録 ②埃の除去 ③解体 ④

絵具の点検および剥落止め ⑤総裏紙、中裏紙の

除去 ⑥クリーニング ⑦表打ち（本紙表面保

護）⑧肌裏紙除去 ⑨断片戻し ⑩補修 ⑪表打

ち除去および肌裏打ち ⑫表装裂地調整 ⑬増裏

打ち ⑭折伏せ入れ ⑮仮張り乾燥 ⑯補彩 ⑰

顔料調査 ⑱付け廻し ⑲中裏打ち ⑳裂の補修

㉑総裏打ち ㉒仮張り乾燥 ㉓軸木の修理 ㉔仕

上げ ㉕記録 ㉖保存・収納 ㉗報告書作成
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寸法（修理前）

縦 横

本紙 128．0cm
（4尺2寸2分5厘）

63．6cm
（2尺0寸9分4厘）

全体 156．1cm
（5尺1寸5分）

77．7cm
（2尺5寸6分5厘）

寸法（修理後）

縦 横

本紙 129．2cm
（4尺2寸6分5厘）

63．6cm
（2尺1寸0）

全体 157．0cm
（5尺1寸8分）

77．2cm
（2尺5寸6分）

2 修理前後の仕様及び材料
2‐1 修理前後の寸法・形式・材料・画像

形式と使用材料

修理前 修理後

形 式 掛軸装 掛軸装

筋 薄藍無地裂 薄藍無地裂（新調）

総 縁 萌黄地雲鶴緞子 再使用

八双・軸木 木製 再使用

紐 麻紐
麻紐：掛尾（新調）
安打紐：巻尾（新調）

補修紙 － 竹紙（新調）

補修絹 － 平織絹（新調）

肌裏紙 楮紙
本紙：楮紙（新調）
裂：楮紙（新調）

中裏紙 楮紙 美栖紙（新調）

総裏紙 楮紙 宇陀紙（新調）

包 裂 薄葉紙 正絹羽二重（新調）

太巻添軸 － 桐製太巻添軸［河原桐箱製作所］（新調）

保存箱 中性紙箱 桐製印籠蓋箱［河原桐箱製作所］（新調）

四方帙 － 緑布貼覆帙［鹿糠表具店］（新調）

修理後＿寸法見取り図（単位 cm）

修 復 報 告
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部分画像

欠失＿修理前 欠失＿修理後

糊離れ＿修理前 糊離れ＿修理後

縦折れ＿修理前 縦折れ＿修理後

裂け＿修理前 裂け＿修理後
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横折れ＿修理前 横折れ＿修理後

横折れ＿修理前 横折れ＿修理後

シミ＿修理前 シミ＿修理後

裂の裂け＿修理前 裂の裂け＿修理後

修 復 報 告
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虫損＿修理前 虫損＿修理後

上軸の補作＿修理前 上軸の補作＿修理後

横折れ＿修理前 横折れ＿修理後

下軸＿修理前 下軸＿修理後
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紙 寸
法

繊 維
方 向
実 線
点 線

↔↔↑

―｜
…

幅：赤字、丈：青い字
緑色
棒継ぎ
喰い裂き継ぎ

本紙繊維

2‐2 材料の調査結果
〈本紙料紙〉
高知県立紙産業センターにて紙質検査を行った

結果、本紙基底材は稲わら繊維、青檀繊維の混合
を原料としていることがわかった。このことから
宣紙（画仙紙）が基底材として使用されたと考え
られる。なお、紙質検査については、JIS P8120
（紙、板紙およびパルプ－繊維組成試験方法）に
基づき行われた。

〈本紙の旧裏打紙〉

・旧肌裏紙
上半分は薄手の楮紙、下半分は塡料入りの楮紙
が用いられ、2種類の楮紙の使用が確認された。
薄手の楮紙は棒継ぎ1で紙継ぎされていた。向かっ
て左上の紙のみ繊維方向が横方向に使用されてい
て、その他は縦方向に使用されていた。また、塡
料入りの楮紙は喰い裂きで継がれていた。全体的
に紙の大きさには規則がなく、余りの紙が無造作
に使用されていたと考えられる。

・旧中裏紙
中裏紙は縦方向に喰裂きで継いでロール状にし
たものを必要な寸法で裁断し、上辺と下辺の横方
向も喰い裂きにして継がれていた。紙の重なりか
ら、下部から順に裏打ちがされたことが確認でき
た。使用された紙の繊維配向はすべて縦方向であ
り、寸法は丈が471mm（1尺5寸5分5厘）幅
は650mm（2尺1寸4分5厘）以上あることが
確認された。現在、一般的に肌裏紙などに使用さ
れる二三判の紙（約2尺×3尺）よりは丈が短い
ものの、比較的大きな紙が使用されていた。寸法
からみると半紙四枚取りに相当する四ツ判の大き
さに近い。

・旧総裏紙
総裏紙も中裏紙と同様に喰い裂きでロール状に
してから裁断し使用されていた。継目はすべて喰
い裂きにされていた。使用された紙の繊維は中裏
紙と同様に縦方向で、寸法は丈が379mm（1尺
2分5厘）巾が751mm（2尺4寸8分）以上あ
ることが確認された。上巻絹は使用されておらず、
楮紙が上部から下部方向に順に6段使用されてい
る。

旧肌裏紙

修 復 報 告
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〈顔料調査〉
顔料の色材調査を行うにあたり、非破壊かつオ

ンサイト分析が可能な装置を用いた分析を主とし
て行うこととした。これは、サンプル採取が不可
能であること、また修復作業中での調査であるた
め作業室から移動せず分析する必要があることか
ら判断した。非破壊分析法はいくつかあるが、今
回は、デジタルマイクロスコープによる詳細観察
と可搬型蛍光X線分析装置を用いた無機顔料の
推定が適切と判断し、分析を実施した。計33点の
測定結果は、表1の通りである。デジタルマイク
ロスコープでの詳細観察の結果、33点中20点は、
表面状態から顔料ではなく染料が使用されている
と判断されたため、蛍光X線分析装置による測
定結果からの色材推定はできない。デジタルマイ
クロスコープでの詳細観察から、顔料が使用され
ていると判断できたものについては、分析結果か
ら表2の通り色材を推定することができる。使用
した装置の詳細は以下の通りである。

□ 可搬型蛍光Ｘ線分析装置
測定者 佐々木淑美
測定補佐 荒木 徳人
分析装置 オリンパス製蛍光Ｘ線分析計

VANTAM SERIES
ターゲット材 Rh, W
検出器 高感度シリコンドリフトディテク

ター
測定モード Soil-Extra（コンプトン散乱ノー

マライゼーション）
コリメータ Φ3mm
測定時間 10秒

□ デジタルマイクロスコープ
※分析箇所は蛍光Ｘ線分析と同様

使用機器 サンコー株式会社
デジタルマイクロスコープ（Dino
-Lite Premier M DINOAM4113T）

観察倍率 250倍
ピクセル数 1280×1024
画像フォーマット JPEG

表1．可搬型蛍光Ｘ線分析による結果
＝顔料と推定 ＝染料と推定

測定地点 主要検出元素
（1000ppm～5000ppmの範囲で検出された元素）

No．1 S, K, Ca

No．2 P, S, Ca, Cu, Zn (Cl, K, Fe)

No．3 P, S, Ca, Fe, Cu, Zn (Cl, K, Hg)

No．4 S, Ca (P, Cl, K, Fe)

No．5 S, K, Ca (Cl, Cu)

No．6 P, S, K, Ca, Cu, As (Cl, Fe)

No．7 P, S, Cl, Ca, Hg (K, Fe)

No．8 P, S, Cl, Ca, Hg (K, Fe, Cu, Zn)

No．9 S, Cl, As, Pb (K, Ca, Cu, Hg)

No．10 Ca, Cu, As (P, S, Cl, K)

No．11 P, S, Cl, Ca, As, Pb (K, Cu, Hg)

No．12 S, Cl, Ca, As, Pb (K, Hg)

No．13 S, K, Ca (Cl, Fe)

No．14 S, K, Ca, Cu, As (Cl, Fe)

No．15 S, K, Ca (Cl, Fe)

No．16 Ca (P, S, K, Fe)

No．17 S, K, Ca, Fe (Cl)

No．18 P, S, Ca, Hg (Cl, K)

No．19 S, Ca (Cl, K)

No．20 S, K, Ca (Cl)

No．21 Ca (S, Cl, K)

No．22 P, S, K, Ca

No．23 P, S, K, Ca (Cl)

No．24 S, K, Ca (Cl)

No．25 P, S, K, Ca (Cl, Fe)

No．26 S, Ca (P, Cl, K)

No．27 S, Ca, Fe (P, Cl, K)

No．28 S, Ca (P, K, Fe)

No．29 S, Ca (Cl, K)

No．30 S, Ca (Cl, K)

No．31 Ca (S, K)

No．32 S, Ca (K, Fe)

No．33 S, Ca (K, Fe)

15



測定箇所

修 復 報 告
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デジタルマイクロスコープによる詳細観察から

顔料であると推定された13点は、赤色8点、緑色

5点であった。赤色部分では、水銀朱（硫化水銀：

HgS）由来と推定される水銀（Hg）と、鉛丹（四

酸化三鉛：Pb3O4）由来とされる鉛（Pb）、弁柄

（酸化第二鉄：Fe2O3）由来とされる鉄（Fe）を

検出した。

緑色部分では、デジタルマイクロスコープによ

る詳細観察から、金属のような光沢がみとめられ

た箇所（No．2とNo．3）と、黄色みのある箇所

（No．6、No．10、No．14）とがあった。どちらか

らも銅（Cu）が検出されているが、金属のよう

な光沢がみとめられた箇所からは、銅とともに亜

鉛（Zn）が検出されていることから、銅と亜鉛

の合金である黄銅（真鍮）と推定される。そして、

黄色みのある箇所では、銅とともにヒ素（As）

が検出されていることから、花緑青（アセト亜ヒ

酸銅：Cu（CH3COO）2・3Cu（AsO2）2）が使われて

いると推定される。

今回、色材を推定できなかった染料が使われて

いると思われる箇所は、黄色6点、肌色2点、茶

色4点、青色5点、水色1点、黒色2点であった。

青色と黒色、茶色の箇所からは鉄が検出されてい

るが、デジタルマイクロスコープによる詳細観察

からはっきりと粒子が見えないことから、染料で

ある可能性が高い。ただし、青色に関しては、鉄

が検出されていることから、合成顔料であるプル

シアンブルー（フェロシアン化第二鉄：Fe4［Fe

（CN）6］3）が使われている可能性も考えられるが、

フ－リエ変換赤外分光光度計（FT-IR）を用いた

より詳細な分析が必要である。

3 修理工程及び実施処置
修理方針に則り、以下の処置を行った。

①写真撮影・損傷記録

作品の全体写真（通常光、透過光、赤外線、紫

外線）および損傷部分写真を撮影した。また、損

傷箇所の確認および記録するために損傷図面を作

成した。

表2．可搬型蛍光Ｘ線分析結果から推定される色材

測定地点 主要検出元素 推定される色材

No．2 P, S, Ca, Cu, Zn (Cl, K, Fe) 黄銅（真鍮）

No．3 P, S, Ca, Fe, Cu, Zn (Cl, K, Hg) 黄銅（真鍮）

No．6 P, S, K, Ca, Cu, As (Cl, Fe) 花緑青

No．7 P, S, Cl, Ca, Hg (K, Fe) 水銀朱

No．8 P, S, Cl, Ca, Hg (K, Fe, Cu, Zn) 水銀朱

No．9 S, Cl, As, Pb (K, Ca, Cu, Hg) 鉛丹

No．10 Ca, Cu, As (P, S, Cl, K) 花緑青

No．11 P, S, Cl, Ca, As, Pb (K, Cu, Hg) 鉛丹

No．12 S, Cl, Ca, As, Pb (K, Hg) 鉛丹

No．14 S, K, Ca, Cu, As (Cl, Fe) 花緑青

No．17 S, K, Ca, Fe (Cl) 弁柄

No．18 P, S, Ca, Hg (Cl, K) 水銀朱

No．27 S, Ca, Fe (P, Cl, K) 弁柄
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②埃の除去

先の柔らかい筆とミュージアムクリーナーを用

いて、本紙表面に付着している酸性物質などの埃

を除去した。

③解体

掛軸装から上軸、下軸を取り外した。

④絵具の点検および剥落止め

彩色箇所に2mm角にカットして湿した吸い取

り紙を置き、一定の時間後、吸い取り紙に付着す

る絵具の粒子の有無にて絵具の点検を行った。そ

の際に、本紙下部の朱のみ湿りが入った際の剥落

の可能性が確認できたため、朱が彩色された箇所

にはウサギ膠水溶液（2wt％）を絵具表面に塗

布した後、ポリエステル紙（12g/m2）とケイド

ライⓇそして散弾の重しを順に重ねて静置乾燥さ

せた。同様の工程をもう一度繰り返し、合計2回

剥落止め作業を行った。

⑤総裏紙、中裏紙の除去

イオン交換水5と水刷毛を用いて本紙裏面から

水分を与えた後、さらにサンモアⓇ（20g/m2）と

イオン交換水で加湿した吸い取り紙二層を順に重

ね置き、全体をエチレンシートで覆い一定の時間

をおいて間接的に湿りを入れた。徐々に加湿され

接着力が弱まったところで、総裏紙および中裏紙

を一層ずつ除去した。なお、裂と本紙の付け廻し

部分にさらに湿りを加え、旧筋裂を除去してから

本紙から裂を取り外した。

⑥クリーニング

イオン交換水を用いて本紙および表具裂のク

リーニングを行った。表面から噴霧器を用いて水

分を与え、下に敷いた吸い取り紙に汚れを吸収さ

せた。絵具の膠着状態など、作品の状態を観察し

ながら洗浄を繰り返した。

⑦表打ち（本紙表面保護）

本紙表面に室温で抽出したフノリ水溶液を用い

て四層の表打ちを施した。一層目にはレーヨン紙

（12g/m2）、二層目三層目にはレーヨン紙（18g/

m2）、四層目にはサンモアⓇ（20g/m2）を順に貼

り付けた後、静置乾燥させた。乾燥後、表打ちさ

れた本紙表面から湿りを与えて仮張り乾燥を施し、

平滑になった本紙をアクリル板に張り付けた。

⑧肌裏紙除去

表打ちされた本紙の裏面からイオン交換水と筆

を用いて肌裏紙を除去した。与えた水分量により

表打ち用の養生紙が外れないように、水分量と塗

布面積を考慮した上でピンセットを使用して、繊

維を少量ずつ摘まみ取って除去した。

⑨断片戻し

作品の受け取りの際に本紙表面から欠落してい

た本紙破片を、小麦澱粉糊を用いて貼り付けた。

⑩補修

本紙の紙質検査結果に基づいて補修紙には宣紙

を使用し、本紙の基調色に合わせてアクリル絵具

を用いて染色した。本紙の欠失箇所の形に合わせ

て成型した補修紙と小麦澱粉糊を用いて裏面から

はめ込み、補修を行った。

⑪表打ち除去および肌裏打ち

表打ち（本紙表面保護）のためのレーヨン紙と

サンモアⓇを除去するために、本紙表面からイオ

ン交換水を噴霧し、一層目のレーヨン紙以外の養

生紙を除去した。表打ちを施した際に塗布したフ

ノリ水溶液を除去するために、再び本紙表面から

イオン交換水を十分に噴霧しケイドライⓇ6を用い

てフノリ水溶液を吸い取った。表面の状態を観察

しながら吸い取る作業を繰り返した。その後、小

麦澱粉糊を用いて薄美濃紙7を本紙の裏に貼り付

修 復 報 告
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けた。薄美濃紙は、事前に本紙の色調に合わせて、

矢車で着色して炭酸カリウム水溶液（pH10．5）

を用いて媒染することにより染色した。肌裏打ち

後、その湿りを利用して表打ち用の一層目のレー

ヨン紙を除去した。

⑫表装裂地調整

裂の旧肌裏紙を除去するために裏面からイオン

交換水と水刷毛を用いて加湿し、旧肌裏紙を除去

した。裂に部分的に酢酸ビニル系の接着剤が付着

していた箇所は削り取った。その後、事前にアク

リル絵具で染めた薄美濃紙（2．5匁）と小麦澱粉

糊を用いて裂の裏面に貼り付けた。

⑬増裏打ち

本紙と表具裂に強度をつけバランスを合わせる

ために一層ずつ裏打ちを行った。いずれも中肉の

美栖紙を使用した。美栖紙8は古糊9を用いて本紙

と裂の裏面に貼り付けた。さらに打刷毛を用いて

叩きつけた後、撫ぜ刷毛で繊維の毛羽立ちをおさ

えるため撫ぜつけてから、毛布の上で静置乾燥さ

せた。翌日再び本紙と表具裂の裏面から均一に湿

りを入れて仮張り板に張り付けた。

⑭折伏せ入れ

仮張り板から表具裂と本紙を外し、噴霧器を用

いて軽く湿りをいれて静置乾燥させた。強く折れ

が生じた箇所、折れが懸念される箇所に、裏面か

ら楮紙の紙帯（矢車染め）を折伏せとして小麦澱

粉糊を用いて貼り付け補強した。なお、本紙が巻

かれた状態でも同様の作業を行った。

⑮仮張り乾燥

本紙を水刷毛と噴霧器を使用してゆっくりと加

湿し、本紙がしっかりとリラックスしたところで

周辺部に小麦澱粉糊を塗布して、仮張り板に貼り

込んだ。

⑯補彩

本紙を仮張りした状態で、補修紙をあてた欠失

箇所に本紙の地色に合わせて棒絵具、ガンボージ

を用いて補彩を行った。

⑰顔料調査

本紙が仮張りされた状態で、蛍光Ｘ線分析、顕

微鏡写真撮影にて絵具調査を行った。

※蛍光Ｘ線分析は弊センターの保存科学部門にて

行われた。

⑱付け廻し

本紙と表装裂を小麦澱粉糊で繋ぎ合わせ、掛軸

装にした。本紙と総縁の裂はオリジナルが切り落

とされないように切断し、筋裂は新調で用意した

裂を用いた。仮張り板から外した本紙を裏返し本

紙裏面から筋裂を貼り付け、本紙を表返して総縁

の裂を貼り付けた。筋裂と総縁の裂はともに両柱、

地、天の順に貼り付け、玄能を用いて叩きつけ接

着させた。

⑲中裏打ち

本紙と裂を一体化させるために裏打ちを行った。

イオン交換水を用いて本紙裏面から均一に湿りを

入れてから、美栖紙（中肉）に古糊を塗布し掛軸

装の下から貼り付け、打刷毛を用いて叩きつけ接

着させた。裏打ち後、毛布の上に寝かせて乾燥さ

せた。

⑳裂の補修

再利用する表具裂の補修には所有館と協議した

上で平織絹を用いることにした。補修絹は事前に

表具裂の色調に合わせてアクリル絵具を用いて染

色し、表具裂と同様の薄美濃紙を用いて裏打ちを

施した。仮張り板に張り込み乾燥させた補修絹を

損傷箇所の形に合わせ成型し、小麦澱粉糊を用い

て表面からはめ込み補絹を行った。
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㉑総裏打ち

掛軸の裏面を平滑に整え、かつ安定化を図るた

めに裏打ちを行った。イオン交換水を用いて本紙

裏面から均一に湿りを入れてから、事前に裏打ち

を施した上巻絹（最上段のみ）の裏面に古糊を塗

布し貼り付け、二段目からは宇陀紙10（中厚）に

古糊を塗布し貼り付けた。いずれも打刷毛を用い

て叩きつけ接着させた。裏打ち後、毛布の上に寝

かせて乾燥させた。

㉒仮張り乾燥

本紙裏面から均一に湿りを入れてから、本紙画

面を表に出して仮張り板に張り込み（表張り）乾

燥させた。一定の期間乾燥させた後、一旦作品を

仮張りから外し裏刷りを行った後に、本紙画面を

内側にして再び仮張り板に張り込み（裏張り）乾

燥させた。

㉓軸木の修理

上軸、下軸は再使用するため、旧釘とその周辺

の錆びた箇所を取り除き、人工木材を用いて旧釘

穴に充填成型した。乾燥後、アクリル絵具を用い

て補彩を施した。また、上軸の右端の一部が別材

で付け加えられていたが、経年劣化により強度が

弱くなっていたため、新しく木材（檜）を当てて

補作した。なお、軸木の表面から黒い粉が付いて

きたため、牛皮膠水溶液（3wt％）を用いて剝

落止めを2回施した。

※軸木の修理は弊センターの古典彫刻修復部門に

て行われた。

㉔仕上げ

仮張り板から本紙を外し、本紙左右についてい

る縁紙を切り落とした（耳剝き）。その後、修理

前と同様に上下の折り曲げ代に合わせて裂を切断

した。元使いの軸木がまっすぐではなかったため、

折り曲げ箇所は軸木に沿って裂を成型してから軸

木の間にはめ込んでビスで止めた。修理前は鉄製

の釘が使用されていたが、錆が著しく生じていた

ため、修理後にはステンレス製のビスを用いた。

上軸には修理前と同様の麻紐（掛緒）を新調し取

り付け、巻緒には麻紐を取り付けた際の本紙との

摩擦を懸念し安打紐を取り付け完成させた。麻紐

の荒く飛び出ている繊維にはメチルセルロース

（SM1500＿4wt％）を塗布し、捻じりなおして

繊維を止めた。

㉕記録

全ての処置を行った後、修理後の写真撮影およ

び採寸を行った上で、今回の修復に関する記録を

集約した。

㉖保存・収納

太巻添芯、保存箱、包裂、四方帙を新調し、作

品を納入した。また、修理前に使用されていた表

装材料（紐、釘）、裏打ち紙（肌裏打紙、中裏打

紙、総裏打紙）および保存箱は別置保存とし、す

べて所蔵館に返却した。

㉗報告書作成

損傷状況、処置内容、使用材料、画像などを掲

載した報告書を作成した。

修 復 報 告
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4 古巣の修理と調査結果
作品構図や損傷状態から、古巣（R‐d‐41）は

「最後の審判」（R‐d‐32）が現在の形に修復され

る前に、作品の裏面に裏打ちされたオリジナルの

布地だと考えられる。制作当初のオリジナルの表

具は当時日本国内で流通した絓唐紙などを用いて

明朝表具に類似した形式で仕立てられている一方、

西洋の装丁技法を用いた独自の表装形態であった。

この作品の損傷が著しくなり、改めて新しい表具

裂を用い、表具師によって一般的な掛軸装に仕立

て直された際に保管された古巣だと考えられる。

〈修理前の状況と修理方針〉

経年劣化により接着力が低下し、表装紙のほと

んどが布地から外れた状態で取り扱いおよび長年

保管されていた。その影響により表装紙に皺、破

れ、剥落などの損傷が生じていた。また、酸化銅

が含まれている絵具の影響により布地が劣化し欠

失している箇所が多く、場所によっては裂け、切

断などの損傷が著しく生じていた。古巣は今回の

修理対象ではないが、「最後の審判」の修理完了

後一緒に展示をする予定であるため、必要最低限

の応急処置を施すことにした。

4‐1 画像・寸法・材料と調査結果

修復で用いた材料・表装材料

種 別 用途

水 イオン交換水

接着剤 糊 小麦澱粉糊［中村製糊］

膠 本紙：ウサギ膠［株式会社パレット］
軸木：牛皮膠［天理山文化遺産研究所］

フノリ マフノリ、フクロフノリ［大脇萬蔵商店］

人工木材 エポキシレジン［ナガセケムテックス株式会社］

樹脂系 軸木：エポキシ樹脂系［ボンドクイック5：コニシ株式会社］

紙 補修紙 宣紙：中国［紅星牌宣紙］

折伏せ紙 楮紙：岐阜［美濃竹紙工房製］

肌裏紙 本紙：楮紙 岐阜［美濃竹紙工房製］
裂：楮紙 岐阜［美濃竹紙工房製］

中裏紙 美栖紙：奈良［上窪良二製］

総裏紙 宇陀紙：奈良［福西和紙本舗製］

補修絹 藍地平織絹：［廣信織物］

染 料 矢車 本紙の肌裏紙、折伏せ紙：［田中直染料店］

絵具 裂の肌裏紙、裂の補修絹、本紙の補修紙、軸木の補彩：アクリル絵具
［TURNER ACRYL GOUACHE：ターナー色彩株式会社］

棒絵具 本紙の補彩：日本画用棒絵具、ガンボージ
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部分画像

全図画像 寸法見取り図（単位：cm）

古巣上部 古巣下部

下軸 掛緒（紐）

修 復 報 告
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絓唐紙＿表のマイクロスコープ写真 絓唐紙の紙質検査画像

布地マイクロスコープ写真 布のSEM断面図

〈材料の調査結果〉
高知県立紙産業センターにて紙質検査を行った結果、絓
唐紙は竹繊維、明朝は麻繊維、イネ科植物を混合した繊維
を原料としていることがわかった。このことから絓唐紙は
竹紙が使用されたと考えられるが、明朝の原料であるイネ
科植物は当時紙の原料として国内で使用されてなかったた
め、輸入品である可能性が考えられる。なお、紙質検査に
ついては、JIS P8120（紙、板紙およびパルプ－繊維組成
試験方法）に基づき行われた。

また、古巣（布）部分の繊維を一部採取し、Ｃ染色液を
用いた測定、SEMによる測定を行い弊センターにて検査
行った11。螺旋状に捻じられた平らな帯状の状態と楕円状
になって中央に裂け目状になっている断面図の様子から木
綿だと思われる。

下軸側面 下部表具紙

明朝部分

表具紙と明朝部分

下軸と内部の表装部分
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4‐2 修理工程及び実施処置

修理方針に則り、以下の処置を行った。

①写真撮影および調査記録

作品の全体写真撮影を行い、寸法を記録した。

なお、布地は SEMにて繊維同定を行った。

②表装紙の糊止め

表装紙が外れた箇所に対してクルーセルＧⓇ

（3v/v％）溶液を用いて再接着をさせた。

③しわ伸ばし

布地が寄れた状態で巻き締めて長年保管したた

め、強く皺が生じている箇所が多かった。その箇

所に対して、少量の水分を与えワックスペンにて

約60℃の温度をかけて皺を伸ばした。ただし、皺

を伸ばすことにより新たな損傷ができるような箇

所には行わなかった。

④補強

裂けが生じている箇所に対して、細長く切断し

た楮紙を用いて部分的に補強を行った。強度を保

つために、布地の地合いに合わせて事前に矢車で

染めた楮紙を楮紙で裏打ちを施した紙を用いた。

なお、布の風合いに合わせるために表になる楮紙

は、塡料が入って透明度が低い宇陀紙を使用した。

1 真鍮に含まれている酸化銅が基底材を著しく劣化させている。
2 本紙に直接当てられた一層目の裏打紙。
3 本紙と表具裂の継ぎ合わせ箇所。
4「表木（八双）」は表具全体を吊り下げる紐が取り付けられた半円状の棒、「軸木」は表具を巻き上げる円柱状の棒を指
す。古巣にも同様の表木と軸木が付いているため、他作品に使用されていた同様のものなどが使用されたと推測される。
5 活性炭（カーボンフィルターなど）、イオン交換樹脂にて水道水の中に含まれている塩素などの不純物を濾過した水。
6 蛍光染色不使用かつ毛羽立ちが少ない3枚重ねのソフトタイプペーパーで、傷つきやすい精密部品などの拭き取りなど
に使用されている。
7 楮を原料として、透き通るほど薄いが丈夫である。表装にする際に本紙や裂の肌裏紙などに用いる。
8 塡料として胡粉を混入した楮紙である。表装する際に増裏打ち、中裏打ちに用いられる。
9 大寒の時期作った小麦澱粉糊を甕に入れて冷暗所で約10年間ねかせたもの。接着力が弱く、柔軟な仕上がりになるため
巻物の増裏打ちや総裏打ちに使用される。
10 塡料として白土を混入した楮紙である。表装する際に総裏打ちに用いられる。
11 繊維の採取にあたる分析は所蔵館の許可を得てから行った。

修理工程の様子

しわ伸ばし

補強

修 復 報 告
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