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はじめに
大浦天主堂キリシタン博物館が所蔵する合計23

点のド・ロ版画は、額装された3点を除き、20点

が掛軸装のように巻いて収納することのできる形

態に仕立てられている。そのうちの8点は、摺ら

れて彩色が施されたのと同時期の19世紀後半に仕

立てられたと思われる1）。これに加えて、過去に
ひょう ぐ ぎれ

本格解体修理を行い、新調した表具裂を用いて仕

立て直した《最後の審判》（Ｒ‐ｄ‐32）（図1）の

古巣2）（Ｒ‐ｄ‐41）（図2）が残っている。これら

初期ド・ロ版画に施された表装には一般的な掛軸

装と比較すると特異な点が多く、日本の伝統的な

表装とは異なる独自の技術と様式が用いられてい

る。この8点の表装3）を本稿では「初期ド・ロ版

画表装4）」と呼称する。

本稿は、《最後の審判》とその古巣の修復作業

を通して観察した内容を中心に、その他の7点の

初期ド・ロ版画表装を留める作品の調査内容を加

え、その独自性の由来を考察することを目的とす

る。

1 初期ド・ロ版画表装の特徴――洋の技術

1‐1 構造の特徴

まず結論から先に述べると、初期ド・ロ版画表

装の特徴はその技術と材料において和と洋が融合

している点にある。表装部分には当時の日本の一

般的な表装材料が使用されており、一見、通常の

日本の掛軸にも見える。その一方で、軸装の仕立

図1 《最後の審判》 図2 《最後の審判》の古巣
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てには完全に西洋の技術が使用されていたのであ

る。他に例を見ない表装形態について、まずは西

洋の技術の使用を示す項目として3点を指摘し、

日本の掛軸と比較しながらその特徴を浮き彫りに

したい。

①布を使用した裏打ち

初期ド・ロ版画表装の細部を見ていくと、伝統

的な掛軸装の構造とは異なる点がいくつもあるこ

とがわかる。その中で最も大きな違いは、作品全

面を補強している材料に和紙ではなく、布地を使

用していることである。

一般的な日本の掛軸の基本構造を確認しておこ

う。

・数層の和紙が貼り合わされた構造をしている。
ひょう ぐ がみ

・本紙と表具裂または表具紙5）はそれぞれに裏

打ち補強が行われる6）。

・本紙と表装部分は必要な大きさに切りそろえ、

約3mm幅の重なりで繋ぎ合わされる。

・本紙と表装部分全体に1層または2層の裏打

ち補強を行い、掛軸に仕立てられる。

ほとんどの初期ド・ロ版画表装の事例において、

本紙と表具紙が裏打ちされずに繋ぎ合わされ、全

体が布で補強されている7）。

この総裏打ちに使用されている布については、

古巣を調査した結果、木綿布が使用されているこ

とが明らかとなった8）。継ぎ目はなく掛軸巾と折

り曲げを足した、78cm以上の巾のある布地が使

用されている9）。いずれの作品も裏打ちの接着力

が低下し、本紙料紙と表具紙は裏打ち布から剥が

れ落ちた危険な状態となっていた10）。《幼子イエ

スと聖ヨセフ》（Ｒ‐ｄ‐25）の表装では裏打ちの

布から剥離した本紙及び表具紙の裏面に白い残留

物が見られ、全面に接着剤が塗布されて貼り付け

られていたことが確認された。本紙と表具紙、そ

して裏打ちの布をどのような順で接着剤を塗布し

貼り合わせたのかは今後の調査において確認した

い。
みみ

また特徴的なのは掛軸両端の耳とよばれる部分

の構造である。伝統的技法で作成された掛軸は表

具の両端の約4mm程度を裏方向に折り曲げ、重

なり部分を糊で固着させてから裏打ちの最後の層

である総裏紙を貼り付ける。掛軸の耳を折り曲げ

る目的は、折り曲げて二重にすることにより補強

し、なおかつ表装部分の両端をほつれなく美しく

見せることである。初期ド・ロ版画表装では裏打

ち布はすべて6～8mm程度を表方向に折り曲げ

てある（図3、図4）。この表側に折り曲げると

いう行為は日本の表具師の発想とは考えにくい。

使用された紙について付言しておく。《最後の

審判》の本紙料紙の紙質検査結果は「稲わら繊維、

青檀繊維の混合」であった。このことから中国製
せん し

の宣紙が使用されたと考えられる。宣紙は当時の

日本に於いても画仙紙や画箋紙と呼ばれ広く流通

し、書画に使用されていた。《最後の審判》の制

図3 古巣（Ｒ‐ｄ‐41）の表具紙と明朝部分 図4 古巣（Ｒ‐ｄ‐41）の下軸と内部の表装部分
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作当初の料紙の寸法は縦が1，325mm（4尺3寸

7分）、横が673mm（2尺2寸2分）であったこ

とが古巣から確認できた11）。これは明治期に中国

から輸入されて国内で流通していた宣紙の寸法に

類似する。

②特徴的な軸木

通常の表具では掛軸を吊り下げる上部の部品を
はっそう ひょうもく かみじく

八双、表木、上軸などと呼び12）、掛軸を巻きとる
じく ぎ しもじく

下部の軸棒を軸木、下軸などと呼ぶ（図5）。

八双は半円、軸木は円柱の形状をしている。ド・

ロ版画の本紙寸法であれば、八双の幅は約2cm、

軸木の直径は約3cmのものが使用されるのが一

般的である。また、八双と軸木は裏打ち構造の中
じくぶくろ

間に設けた袋状の部分（軸袋）に包み込まれ、表

装部分に接続される。これらの木材は外側が表具

裂で覆われているためにほとんど露出せず、八双

は側面のみ、軸木は左右両端に取り付けられた軸

先だけが見える。このような一般的な掛軸の構造

と比較すると、初期ド・ロ版画表装に取り付けら

れた八双と軸木に相当する部材はその外観の形状

と取り付けの構造ともに特異といえる（図6）。

初期ド・ロ版画表装の八双の上部は外にせり出

し、額縁の木枠のような装飾的な形状をしている

（図7）。下部は直径が約3cmの丸棒と一般的

な掛軸と形状は変わりないが、上部と下部ともに

黒色に塗布されているため、非常に目を引くもの

となっている。さらに、その取り付け方法が一般

図6 日本の一般的な掛軸装と初期ド・ロ版画表装における八双・軸木構造の比較

図5 一般的な掛軸装（明朝表具）
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的な掛軸と大きく異なる。一般的な掛軸が表装部

分で軸木部分を覆い隠すのとは対照的に、いずれ

の部材も表装部分を部材で挟み込み接続されてい

る。軸木は円周の四分の一部分が別材ではめ込む

ような作りになっている（図6、8）。この間に

表具の下部がはめ込まれ、挟んだ後に釘で固定さ

れている。

上部も同様に部材で挟んで釘で固定してある

（図6、9）。また上部には掛軸を吊るすために、

木材に穴が開けられ、紐が通してある。この紐に

は麻が使用され、玉結びでくくられている（図10）。

これらの部材は、掛けて鑑賞する状態や、巻い

て収納した状態のいずれでも存在感があり、初期

ド・ロ版画表装をより独自性の強いものとしてい

る。大浦天主堂キリシタン博物館にはこれらの部

材が余分に残っていることから、同様の形式に表

装されていた作品が他にも存在した可能性も考え

られる。

③表面加工

初期ド・ロ版画表装の7点には本紙表面の塗布

加工が確認される。科学的調査による裏付けは今

後の課題であるが、塗布された料紙の変色や表面

の光沢具合から表面にはワニスが塗布されたもの

と推測する。特に《聖母子》（Ｒ‐ｄ‐23）は本紙

表面が褐色に光り、裏打ち布との接着力が弱く

なった本紙料紙の一部は欠落し、巻かれた際に接

する掛軸の裏面へ付着し移動している箇所も散見

される。他の作品はそこまで褐色化が著しくない

ものの、変色が確認される。作品表面を観察する

と、本紙部分のみならず、表具紙部分へも塗布さ

れている。このことから、表面加工は表装後に本

紙と表具紙全体に、おそらく作品の補強を期待し

て施工されたことが考えられる。ワニスを絵画の

保護として塗布する方法は西洋では古くから用い

られているが、日本の表装技法の中でワニスを使

用することは一般的ではない。作品によりワニス

の塗布量に違いが見られるが、これは最適な技法

を模索しながらワニスの使用を試みていたことを

意味するのかもしれない。

今回修理を行った《最後の審判》はワニスが微

量に塗布された可能性も考えられるが、目視では

図7 図8

図9 図10
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表面への塗布加工は確認されない。《聖母子》の

ようにひどく褐色化した本紙はワニス塗布による

悪影響を明らかに知らせてくれているが、制作当

時は表面加工した作品の方が強度をもち、作品の

状態が良好であった可能性も考えられる。

1‐2 技術の源流

先に指摘した初期ド・ロ版画表装の特徴は何に

由来するものであるのか。作品の表面をワニスに

よる表面加工により保護することは西洋絵画制作

と西洋絵画修復の両分野において一般的な技法で

あるが、掛軸装の作品においては類例を知らない。

また布を用いて作品の補強を行うことはキャンバ

スに描かれた西洋絵画の修復では伝統的に行われ

てきた処置法であるが、日本を含む東アジア諸国

で見られる掛軸装では紙を数層貼り合わせること

で補強を行うのが一般的である。日本の表具史を

研究対象とする筆者にはその組み合わせが不思議

なことに感じられた。そこで、この特徴について

西洋の紙本作品に詳しい修復家に尋ねたところ、

いずれも紙本作品において西洋では一般的によく

知られた技法であるとの回答を得た13）。その情報

をもとに調査を進めた結果、西洋のウォール・

チャート（wall chart）やウォール・マップ（wall

map）と初期ド・ロ版画表装に、共通点がいくつ

もあることが明らかとなった。

ウォール・チャート14）は大判の紙に図などを印

刷したもので、壁に掛けたり貼り付けたりして使

用される。西洋では19世紀の中頃から教育の現場

で広く活用されてきた。日本では「掛図」や「掛

け図」などと呼ばれ、明治期に西洋諸国から輸入

されるとともに国内でも製造された15）。国内で出

版された掛図は紙で補強がされており、日本の表

具の技術が用いられている。

京都大学図書館の貴重資料デジタルアーカイブ

では京都大学所蔵近代教育掛図コレクションを、

また東京大学駒場図書館では第一高等学校旧蔵資

料教育用掛図をインターネット上で公開している。

これらで公開されている掛図には日本国内で製

造・出版されたものに加えて、明治期に欧米から

輸入された掛図も見られる。東京大学ではこれら

は洋軸物として分類分けされ、その中に天文学の

掛図が3点見られる。これらの資料は19世紀の大

手地図出版社から出版されたものである16）。また

京都大学の資料では様々な分野において、米国、

英国、ドイツ、オーストリアなど欧米諸国の出版

社製の教育掛図が数多く確認できる。この中で「メ

ルカトール投影世界地図」はドイツの会社から出

版されたが、その資料下部にはドイツのゴータで

印刷され、ロンドンで表装（マウント17））された

との記載がある18）。この西洋で製作された地図の

上部には額縁のような黒い木枠が取り付けてある

ことがわかる。下部に軸木は見られないものの、

釘痕のようなものが見られる。これらの形状は初

期ド・ロ版画表装に類似する。

またウォール・マップ（wall map）は掛地図、

掛図または単に地図と日本語で訳されている。オ

ランダの画家ヨハネス・フェルメール（1632‐1675

年）の一連の作品によく見られるように古くから

西洋において鑑賞されてきた。室内の壁面に地図

が飾られ、その地図の上下には木製の棒が取り付

けられている。地図は各国の図書館において多く

収蔵され、近年はデジタルアーカイブとしてイン

ターネット上で公開している館も多い19）。残念な

がら軸木部分などをトリミングした本紙部分のみ

の画像がその大半を占め、表装の部分が確認でき

る例は少ない20）。他に表装の詳細が確認される例

としては、古地図を販売または修理する業者の

ホームページがあり、19世紀の地図が多く見られ

る。その流通がうかがい知れる。

1‐3 2つの共通点

西洋の掛図や掛地図の表装と初期ド・ロ版画表

装の共通点として、特に以下の2点を取り上げる。
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①布を使用した裏打ち

西洋の掛図や掛地図は麻や木綿の布を使用して

裏打ちがされている。これは紙という脆弱な基底

材に描かれた、または印刷された図を壁に掛けら

れるように丈夫にするためにされた工夫であろう。

また軸木を取り付けることによって巻くことがで

きるため、移動や収納に適しているというメリッ

トがある。この軸木の重さにより、掛けた際に巻

いてあった地図が平滑に伸びてくれる。

この布を使用した裏打ちは西洋絵画の修理にお

いても伝統的に行われている。西洋絵画の修理で

は傷んだキャンバスに接着剤を塗布し、布を貼り

付けて裏打ち補強を行う。また、この布を使用し

た表装技術は、キャンバスに描かれた西洋絵画の

修理に用いられるだけではなく、紙本作品でも地

図や壁紙などの大きな作品の修理作業において用

いられる技法である21）。

他にも19世紀末にヨーロッパで人気を博したポ

スターは布で裏打ちされたものが多くある。これ

らは業者から購入時に裏打ちをして販売されてい

た22）。現在は西洋の紙資料修復分野ではポスター

の修理に、和紙を使用した裏打ちが活用されてい

る23）。しかし、古いポスターを販売する業者では

今でも麻布での裏打ち（linen backing）が主流の

ようである。

初期ド・ロ版画表装に見られる裏打ちは、まさ

にこの西洋で伝統的に行ってきた布を使用した裏

打ち技法であると言える。

②表面加工

樹脂成分を含むワニスを絵画層の上から塗布し

て保護皮膜を作ることは、古い時代から西洋で広

く用いられてきた技法であることはよく知られて

いる。また、紙を基底材とした作品においても表

面にワニスを塗布することは、西洋では古くから

行われてきた技法である。上述の地図や地球儀な

ども製作時に紙の表面にワニスを塗布することは

一般的であった。また掛図にも同様の処置が施さ

れているものが多く見られる。このワニスを使用

した表面加工処置は水分などに弱い紙を保護する

ための処置と思われるが、ワニスは紙を褐色化お

よび硬化させるため、修復時には除去し再塗布を

行わないのが現在の一般的な修理方針である。

初期ド・ロ版画表装に見られる表面加工も西洋

の掛図や掛地図で見られるワニスの塗布と同様の

処置であると考えられる。

以上のことから、初期ド・ロ版画表装の特徴は

当時の西洋の表装技術を活用したものであると考

える。ド・ロ神父は印刷事業担当者として布教の

ために石版印刷術をヨーロッパで学んでいた24）。

19世紀後半には掛図やポスターなど西洋では石版

印刷された大きな資料を布で裏打ちする技法が広

く用いられていたため、この紙資料を軸装に仕立

てる表装技術についても、ド・ロ版画の監修者で

あるド・ロ神父が日本に持ち込み、表装を指揮し

ていた可能性を示唆しているといえる。

2 初期ド・ロ版画表装のさらなる特徴――
和の装い

2‐1 外観の特徴

ド・ロ神父が西洋の表装技術でもってポータブ

ルな軸装に仕立てた背景には、ド・ロ版画の制作

目的に関わるという指摘がある25）。布教のために

伝道師が持ち運ぶ必要があったのに加え、全国で

使用されるために運びやすく頑丈な形態である必

要があったのだろう。印刷した版画を西洋の表装

の知識でもって仕立てたことはド・ロ神父にとっ

て当然のことであったのかもしれない。しかし、

ド・ロ版画が完全に西洋の技術を用いて制作した

にも関わらず、一見して日本の掛軸装のように見

えるのは、和の部分を有するからである。ここで
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はド・ロ版画を掛軸と思わせる特徴として、明朝

表具風の外観、そして表装材料として使用された
しけどう し

絓唐紙26）という2点について言及する。

①明朝表具風の外観

西洋の掛図および掛地図は印刷された料紙、す

なわち本紙部分のみが補強のために布で裏打ちが

されている。そのため本紙に上下の軸木が直接取

り付けられるか、もしくは裏打ちの布が上下に多

少露出するのみで、周辺に余白部分などはないの

が一般的である。しかし初期ド・ロ版画表装は本

紙周辺に余白部分が足されて表装されている（図

1、2）。この点が初期ド・ロ版画表装を掛軸装

に見せている主な理由であると考える。また本紙

を取り囲む表装部分についても、本紙両脇の柱（は
じょう げ

しら）部分は上下に比べ細く、また上部が下部よ

りも若干大きい27）。このプロポーションも掛軸を

連想させる要因となっている。

それに加え、いずれの作品も表装の左右の端に

は、細い紙片が貼り付けられていることも特記す

べきことである（図3）。明朝表具とは、両端に

「明朝」、つまり総縁とは異なる裂や紙片を付し

た表具形式のことであるが、初期ド・ロ版画表装

におけるこの紙片の存在が、明朝表具を想起させ、

さらに掛軸という印象を強く与える（全体図は図

5を参照）。しかし、一般的な明朝表具と初期ド・

ロ版画表装の明朝部分の構造は全く異なる。それ

ぞれの特徴について表1にまとめた。

表で示したとおり、端の処理の構造は全く異な

るが、一見するとその外観は一般の明朝表具に類

似している。この類似性は、初期ド・ロ版画表装

の両端の紙片が一般の明朝表具を模して貼られた

のではないか、ということを推測させる。ただし、

この紙片が貼られた理由として、折り曲げられた

布の段差を解消し安定化させるため、そして折り

曲げを隠し外観を良くするためといった実用性を

伴った目的も考えられる。西洋の布を使用した裏

打ち技法で作製したところ、折り返した両端の布

の始末が悪かったため、明朝を模して紙片を貼り

付け美観も整えたのではないだろうか。

初期ド・ロ版画表装8点のうち5点は白茶色の

紙に銀砂子で装飾加工された料紙が明朝風の紙片

に使用されている。これらは日本で一般的に使用

されていた装飾紙と思われる。しかし、2点は日

表1 明朝部分の比較

一般の表具 初期ド・ロ版画表装

図

明朝部分
総縁裏面に別色の縁（明朝）を貼り付けて
いる。明朝は7mmから10mm程見える。

表面から紙片（明朝風の紙）を貼り付けて
いる。約15mm幅の紙片が使用される。

両端の処理
表具裂が“裏面”に向けて3mmから5mm
幅で折り返されている。

裏打ち布が“表面”に向けて6mmから8
mm幅で折り返されている。
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本の表装では見慣れない紙が使用されていた。《イ

エスの聖心》（Ｒ‐ｄ‐19）は赤色に染められた料

紙が使用されている。《最後の審判》の古巣には

黄色の料紙が使われていた（図3）。こちらは全

面に黄色の顔料が塗布されているようである。こ

の黄色の紙片は調査の結果「麻繊維とイネ科植物

の繊維の混合」と確認された28）。藁は日本におい

て比較的使用されるイネ科植物の製紙材料である

が、今回の検査ではその種類の同定には至らな

かった29）。すなわち藁ではないイネ科植物の繊維

が使用されている可能性が高い。明治期の日本に

おいて麻とイネ科植物を材料とする和紙は記録に

ない。この明朝に使用された紙は西洋にて抄かれ

た紙である可能性も考慮する必要がある30）。

②絓唐紙を用いた表装

表装の構造は全く異なるが、日本の掛軸装に見

える理由として、本紙を取り囲む総縁部分に使用

された表具紙の存在も大きいと考える。初期ド・

ロ版画表装の共通点として、すべてに染色した紙

に極細の刷毛目を付けた装飾加工紙が使われてい
とう

ることがあげられる。同様の文様の装飾紙には唐
し しけ

紙31）を使用した絓唐紙と小判の楮紙を使用した絓
びきがみ

引紙があげられるが、料紙が竹繊維を原料として

いることが紙質検査から確認できたため、絓唐紙

が使用されていることがわかった32）。安永6

（1777）年刊行の木村青竹編『新撰紙鑑』や明治

10（1877）年刊行の尾崎冨五郎編『改正諸国紙名

録』にて絓唐紙が日本で製造されているとの記述

が見られる。また、大正・昭和初期の表具技法書

などにおいて表具に使用される材料として度々そ

の名が紹介される。これらのことから、江戸時代

末期から大正時代にかけて、絓唐紙は一般的な表

具材料であったといえる。

掛軸を仕立てる場合には、本紙に合った表具裂

や表具紙を選択し、それらを本紙の周辺部に貼り

付けて装う。一般に表具紙とは表具裂の代用品と

して使用され、仕立てた掛軸のことは紙表具など

と呼ぶ。紙表具は茶掛表具33）で揉み紙を好んで使

用するといった場合もあるが、一般的な装飾加工

紙を使用したものは安価な掛軸に使用されること

が多い34）。このような日本で一般に流通していた

表装材料を使用したことにより、初期ド・ロ版画

表装がより日本的な掛軸としての印象を有するこ

とになったと考える。

2‐2 和と洋の融合

初期ド・ロ版画表装には、布を使用した裏打ち、

特徴的な軸木、そしてワニスによる表面加工と、

同時代の19世紀後半に西洋において掛図などの石

版印刷資料に用いられていた表装技術が使用され

ている。しかし西洋の技術をそのまま使用するの

ではなく、本紙の周辺に表装部分を足し明朝表具

を模した外観を取り入れ、また絓唐紙という日本

の表具紙を使用することで日本の掛軸の装いを取

り入れて仕立てられている。まさに和と洋の融合

で出来上がった独自の表装様式と言える。

布教活動では一般家庭へもド・ロ版画を持って

訪ねていくことがあったと思われる35）。一般家屋
な げ し

の長押のあたりに吊るす際に、和様の掛軸装の形

式はより馴染むものであったのではないだろうか。

実用性を考えて西洋の技術を採用しながらも、使

われる場を考えその装いが工夫された。日本の通

常の掛軸が仕立てられる状況とは大きく異なる環

境下でこそ成立した、独特な表装形態といえるで

あろう。

大浦天主堂キリシタン博物館にはド・ロ版画と

同じように布教や司牧活動に使用されたフランス

製石版画をはじめ、初期ド・ロ版画表装とは別の

形式で表装された資料が残っている。今後、それ

らの資料から、どのようにして表装技法が発展し

ていったのか調査を進めることを今後の課題とし

たい。

35



おわりに――ド・ロ版画掛軸の製作の意味
禁教下のキリシタンの時代に信者たちの間で継

承されてきた掛軸がある。これらは人目を忍ぶ理

由から、表具師に依頼することができず、自分た

ちで見様見真似で作成したものや、自分たちの手

で修理を重ねてきた掛軸たちである。そのため、

表具で一般的に使用される和紙や表具裂または表

具紙を使用して製作されているものの、従来の掛

軸の構造と比べて独特な形状をしていることがあ

る。例えば、大浦天主堂キリシタン博物館所蔵の

お掛け絵《聖母子》は表具形式が独特である。本

紙上下に取り付けられる一文字部分が通常よりも

幅広く取り付けられ、またその取り付けの順序も

一般的な技法と異なる。日本二十六聖人記念館所

蔵《雪のサンタ・マリア》36）は文様の入った二色

の唐紙のような装飾紙が使われているが、中央に

紺地、そしてその左右に白地と独特の形式に仕立

てられている。この2つの掛軸に共通するのが、

下軸の取り付け方である。通常は表具が軸木の前

部を覆い隠すのであるが、これらはどちらも前方

に巻き込まれ、裏打紙が前部に露出した形態をし

ている。また通常の表装では掛緒は八双の上部に

金具を取り付けて紐をくくりつけるのであるが、

この両作品は前方から表具に穴を開けて紐を取り

付けている。

ド・ロ版画作品もこれらと同様に独特な表装形

態をしてはいるが、禁教が解除された後に制作さ

れたものである。地元の表具師に依頼して掛軸に

仕立てることも出来た時代に、なぜド・ロ版画作

品の表装にこの独自の技術と様式が用いられたの

か当初疑問に思った。しかし、ド・ロ神父が建築

設計など自身の専門外でもその実力をいかんなく

発揮していたことを顧みれば、大浦天主堂の神学

校内において、西洋の技術に日本の掛軸の要素が

加わることによって新しい表装形式が生み出され

たことは必然で合ったようにも思われる。

初期ド・ロ版画表装は、19世紀後半に教会内の

事業として独自に西洋の表装技法を取り入れ制作

を行っていたことを示す貴重な資料であるといえ

る。日本と西洋どちらにおいても、表装部分の調

査を行うのは難しい。それは博物館や図書館の所

蔵資料データ・アーカイブがあっても、本紙のみ

がトリミングして紹介されることが多いからであ

る。今回の調査により、表装材料や作品の制作技

法に注目することにより、新しい情報がもたらさ

れることが確認できた。特にキリシタン美術にお

いてはその歴史背景から特徴的な表装の作品も多

い。今後の調査対象を他館所蔵のド・ロ版画や他

のキリシタン絵画に広げることにより、これまで

文献調査などでは確認できなかった情報が得られ

る可能性が期待される。

1）8点の詳細については、本稿が収録されている『大浦天主堂収蔵ド・ロ版画及び版木の調査研究・保存修復事業 第一
期報告書』（大浦天主堂キリシタン博物館編集、2022年2月発行）の4頁を参照。

2）掛軸を仕立て直した際の修理前の表装部分のことである。
3）本稿では表装と表具は同義語として使用する。表装・表具はどちらも書画の保存・鑑賞のために掛軸や巻子、額や屏風
などの形式に仕立てることを意味する。この仕立ての技術は中国を起源とし、装潢（そうこう）・裱褙（ひょうほえ）など
とも称される。表装は古くから日中両国の文献において使用されたことが確認されるが、表具は安土桃山時代以降に日
本においてのみ使用されている用語である。ちなみに厚生労働省が認定する表装技能士の技能検定では、表装の中で表
具作業と壁装作業にさらに分類されている。その技師の呼び名を古くは装潢師といい、ひょうほゑ師、表具師、経師な
どと呼ばれてきた。

4）この点については内島が過去の報告において「融合型掛軸装」と仮に称していたが、共同研究をふまえた検討の結果、
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「初期ド・ロ版画表装」と称することとした。過去の報告は以下を参照。内島美奈子「ド・ロ版画と関連資料――大浦
天主堂キリシタン博物館収蔵資料の調査報告とその考察――」内田慶市編『文化の翻訳としての聖画像の変容』遊文舎、
2021年、21～23頁。

5）表具紙は表装紙、表具裂は表装裂などとも呼ばれる。表具に使用される素材が布であるか紙であるかの違いにより使い
分けられる。

6）簡素で小さな掛軸表装で肌裏打ちのない作品も見られる。
7）例外として《聖母子》（Ｒ‐ｄ‐19）では本紙と絓唐紙に肌裏打ちが確認された。他作品についても修理時の調査などに
より詳しい情報がもたらされる可能性がある。

8）調査結果の詳細については、前掲書註1、23頁を参照。
9）布地を使用した裏打ちは大刀洗町指定文化財のド・ロ版画作品《地獄図》においても同様の報告が見られる。本作品の
情報は、株式会社宰匠中村隆博氏にご提供いただいた。

10）2019年8月と2020年2月に実施した「大浦天主堂収蔵ド・ロ版画及び版木の修復保存調査」にて確認した。
11）7点の初期ド・ロ版画表装作品のほとんどは、本紙料紙は切られておらず絓唐紙が15mmから30mmほど大きく重ねて
貼られている。《最後の審判》の古巣の裏打ちの布地に色移りした本紙料紙の形を採寸してオリジナルの料紙の寸法を
確認した。

12）「はっそう」は八宋や發宋とも書かれ、他にも表紙竹（ひょうしたけ）、巻板などの呼称もある。
13）東洋絵画修復家であるフィリップ・メレディス氏、アンドリュー・トンプソン氏、シドニー・トンプソン氏、紙本修復
家のポーリン・ウェバー氏に教示いただいた。

14）wallchart とも表記される。
15）吉良英「明治の視覚文化と教育――掛図の変遷」『熊本大学教育学部紀要 第2分冊 人文科学』第16巻、1968年、58～
67頁。
牧野由理・有賀暢迪「教育掛図《小学用博物図》の研究：天野皎と明治初期大阪の教育・出版文化」『国立科学博物館
研究報告．Ｅ類，理工学』第43巻、2020年、1～20頁。

16）資料タイトルは「Illustrations of Astronomy by J. Gall (National School Board series)」、下部にW. & A.K. Johnston 社か
ら出版との記載がある。

17）Mount の日本語訳として「絵・写真・地図などを台紙に貼る、額にはめる、掛物にする、表装する」（竹林滋編者代表
『新英和大辞典 第6版』研究社、2002年、1614頁）、「写真などを台紙に貼る、裏打ちする、マウントする」（小西友七・
南出康世編集主幹『ジーニアス英和大辞典』大修館書店、2001年、1429頁）といった表記が見られる。本稿では西洋の
mounting の意味として表装で統一する。

18）原題は『Chart of the world on Mercator’s projection』、資料中央下に「Mounted by Letts, Son, & Co., London, Map, Globe,
and Charts Sellers. Agents by Appointment to H. M. Board of Ordnance.」、また右下には小さく「Print by C. Hellfarth in
Gotha」との記載がある。

19）一例として米国議会図書館では地図（map）の形態の画像として5万点以上公開し、その中で19世紀のウォール・マッ
プ（wall map）も100点以上公開されている。

20）仕立て部分が確認される資料としてはオーストラリア国立図書館所蔵、1663年作成のヨハネス・ブラウ（Ioannem
Blaeu）による「Archipelagus Orientalis, sive Asiaticus」などがある。

21）西洋でのキャンバスを利用した裏打ちについては以下を参照した。Pauline Webber, “East and West: A unified approach
to paper conservation”, in The Paper Conservator, 2006, vol. 30, no. 1, pp. 43-56.

22）ポスターの裏打ちに関しては以下を参照した。Tessa Thomas; Joan Weir, “Retracing the History and Practice of Lining
Belle Époque Posters with Fabric”, in The Book and Paper Group Annual, 2015, vol. 34, pp. 90-102.

23）キャンバスの裏打ちを除去し、新しく和紙で裏打ちをする西洋での修理例は多く見られる。一例として以下をあげる。
Ibid., p. 96; Webber, op. cit., pp. 50-52; Rosie Shepley, “Going off-piste: a case study of the treatment of three lithographic
ski posters”, in Journal of the Institute of Conservation, 2020, 44(2), pp. 105-106.

24）片岡弥吉『ある明治の福祉像－ド・ロ神父の生涯』日本放送出版会、1977年、38頁。
25）ド・ロ版画の制作の目的とその背景については内島氏に教示いただいた。
26）絓唐紙および和紙の寸法について増田勝彦氏に教示いただいた。
27）《最後の審判》古巣の表装寸法は上が約18cm、下が約16cmであった。
28）高知県紙産業技術センターにて紙質検査を行った。
29）高知県紙産業技術センター素材開発課の有吉正明氏から教示いただいた。
30）日本において洋紙技術で製紙された可能性も否定できない。
31）唐紙は竹を原材料とした中国産の紙。中国では毛辺紙（もうべんし）と呼ばれる。
32）『改正諸国紙名録』にて絓唐紙は染紙として、絓引紙は表具紙類として紹介されている。料紙の原料の違いの他に寸法
も大きく異なる。絓引紙は大判のものでも縦1尺2寸、横1尺5寸であるが、絓唐紙は縦1尺9寸、横4尺と同書に記
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述がある。
33）輪補表具ともいわれる。表具の柱部分が極端に細く仕立てられている。茶席にて好まれる表具形式。
34）土産用の掛軸や浮世絵を軸装にしたものなどもある。簡素な表具技法を用いているものが多い。例えばその特徴として、
耳の折返しがなく断ち切られている、総裏打ちの際に打刷毛を使用していない、すなわち古糊を使用していないといっ
た技法があげられる。

35）『出津教会誌』にはド・ロ神父の宣教届が紹介されている。そこには、布教の方法として、「三、随時日ヲ定メ公教会若
シクハ一定ノ場所ヲ定メズ通常人家ニテモ信徒ノ家屋ニ於テ信徒ヲ招集シテ教理ヲ研究セシムル事アリ」とある。この
点については内島氏に情報をいただいた。（『出津教会誌』出津カトリック教会、1983年、92頁。）

36）児島由枝「日本二十六聖人記念館の《雪のサンタ・マリア》とシチリアの聖母像――キリシタン美術とトレント公会議
後のイタリアにおける聖像崇敬」『イタリア学会誌』65号、167～188頁、2015年。

図版
図1～3、図7～9 『大浦天主堂収蔵ド・ロ版画及び版木の調査研究・保存修復事業 第一期報告書』にカラー図版を
掲載
図6、表1の図 筆者の指示のもと、島由季が作成
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