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令和 3年度石川県文化財保存修復工房運営委員会議事概要

:令和 4年 2月 28日 (月 )13時 30分～14時 40分

:会議室

:(運営委員)豊 城委員、奥委員、早川委員、青木委員、

二木委員、太 田委員、山崎委員、荒木委員、

梶委員、

(美術館) 青柳館長、山本副館長、谷 口副館長、新 田総務

課長、前多第一課長、寺川学芸第二課長、

村瀬文化財修復工房担当課長

4.議 事 :石川県文化財保存修復工房運営状況について

(1)令和 2年度文化財の修復実績 について

(2)令和 3年度文化財の修復事業概略について

5.議事概要

館長挨拶、新任委員の紹介に続 き、文化財修復工房担当課長 より令和 2年度

及び令和 3年度の修復実績・修復事業等について説明があった。その後、石

川県文化財保存修復協会代表理事 よリプロジェクターを使用 して文化財の修

復実績について報告があった。修復実績等の説明・報告を受け、委員に質問

や意見などを発言 してもらった。

(館長挨拶 )

皆様には、平素より石川県文化財保存修復工房の運営に御助言と御協力を賜り、

感謝 申し上げます。

昨年は厳しいコロナ禍の状況により、開催を断念せざるを得ませんでした。依然厳

しい状況下にあるにもかかわらず、この運営委員会に御 出席くださいまして、誠にあ

りがとうございます。

石川県は1997年 に、全国に先駆けて公立美術館の附属施設として文化財の保存

修復工房を開設いたしました。そして2016年 には、建物の老朽化に伴い美術館の

広坂別館に隣接した現在の地にリニューアルオープンし、主として地元北陸の文化

財修復の拠点となるべく実績を重ね、本年は開設 25周 年の節 目を迎えるところでご

ざいます。

先駆的に文化財の保存・修復に取り組んだ加賀藩主・前 田家による文化政策を継

承するとの思いのもと、修復工房では、一般財団法人石川県文化財保存修復協会

の修復技術者が、絵画や書籍・典籍類を主体に指定文化財を始めとする多数の作

品の修復を手がけてまいりました。

本 日は、この後、令和2年度の運営実績と令和 3年度の概略の説明に続いて、令和
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2年度の主要な実績について、一般財団法人石川県文化財保存修復協会代表理

事より報告してもらいます。

そのあとで、委員の皆様からご意見をいただきたいと思いますので、何卒よろしくお

願い致します。

(委員 )

修理報告書について質問が4点ある。1点 目は石黒家のものについて、鉛筆書きを

どのように取り除いたのか。2点 日は、補修紙の入手が現在かなり難しいと聞いてい

るが、補修紙の入手についてどのような状況か。3点 目は、県立図書館で収蔵され

ている元禄の国絵図について、26頁のスライドのところの欠失部分が補彩的にみえ

る感じがする。26と隣の絵を比べてみると、欠失しているのに修復後になつていると、

とても左側のあたりがきれいに整っている。もともと前に修復してあったので、その補

筆部分は尊重したという記述があるが、その点がどうかということ、4点 日は、元禄の

国絵図の収蔵方法について伺わせていただきたい。

(修復協会事務局 )

まず、1点 目の石黒信由関係資料の鉛筆書きについては、とても小さく切った消しゴ

ムを使用している。この消しゴム等は残留する恐れがあるので、本 当に小さく切った

ものをその炭素の上だけなぞるようにして除去している。2点 目の補修紙の件につい

ては、こちらで備蓄しているものもあるが、高知県の江渕さんや、富山県の五箇山で

紙漉きをしている宮本さんにこちらからいろいろと注文をして、補修紙を漉いてもらっ

ている。こちらの2点が石黒信 由関係資料でよく使用している。また石川県で皮紙を

漉いている加藤さんの方の在庫をいただいたりして、なんとか補修紙の確保をして

いる。紙漉きはとても大きな問題を抱えていて、今、国の方でいろいろとプロジェクト

が動いているとも聞いている。こちらとしてはなるべく紙漉きの方々と交流を続けなが

ら、なんとか漉いてもらえるように、かつ受注ができるような体制で応援していきたい

と思っている。

3点 目の国絵図の件については、欠失しているところがきれいに見えるという指摘だ

ったが、左の修理前の写真の一番右上に置いてある位置がちょっと違っており、そ

ちらが斜め下の角にくるということがわかったので、そちらの方に紙継ぎをしている。

報告書の中で補筆部分があり、優先をしたという記述があるが、そちらの方は所蔵

先と協議の上、残した部分もあるが、それは虫損部への補修として過去に補彩が施

されていた。こちらのほうを全て除去してしまうと修理前とかなり状況が変わってしま

うという指摘があったので、こちらを小さくちぎって残した部分もある。4点 目の元禄

の国絵図の収蔵方法については、こちらもかなり細かく折られていた。とても大きい

ので、取り扱い上、その数の折が入ると本紙が傷んでしまう。ただ収蔵先のスペース

が限られているので、中性紙の箱にあわせて折り跡は変えずに折り数を減らすとい

うことで対応した。

(委員 )

大変なお仕事をとても繊細にやっていただけると大変期待している。
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(委員 )

先程全体の説明の中で、コロナの影響で実績が少ないと聞いたが、依頼されたら全

部の修理を受けるのか。

(修復工房担当課長 )

依頼があれば受けますが、だいたいは、いきなり依頼ではなく、その前段階にいろい

ろ手順を踏んで、最終的に依頼に至るということが多い。

(修復協会事務局 )

依頼された際にまず、見積 。調査等をする。県の施設なので、指定文化財と、もしく

は個人所有のもの以外ということで、あとは館長の認定を受けた作品ということで受

けている。地方 自治体など公共施設が所有しているものがやはり主流となつている。

(委員 )

一覧表に、指定の区分と補助事業であるかないかの項 目があるとわかりやすい。

(修復工房担当課長 )

はい、わかりました。

(委員 )

先程絵馬の修理について膠を充填するという話だったが、その場合の次の修理ま

での期間はどれくらいもつものなのか。それから、合成樹脂を使用したという説明も

あったが、どんなものかというのを少し教えていただきたい。

(修復協会事務局 )

絵馬類の修理については、その保管環境等がかなり影響を受けることがある。五十

年から百年くらいはもつような修理を心がけている。ただ、こちらだと海風の影響が

かなりあるので、神社などでは、風雨にさらされたりする関係で接着力が弱くなって

しまう可能性もある。また、合成樹脂 については、装漬の方では合成樹脂は極力あ

まり使用しておらず、漆のほうで木地の接着等には、強度面で不安なところだけ使

用している。

(委員 )

説明されたことと直接的に関係ないことかもしれないが、修理技術の水準をどのよう

に担保して、どのように評価していっているのかということと、年々新しい修理方法や

新しい技術が入ってきているが、修理技術者の教育や研修について、どのように取

り組んでいるのかを教えていただきたい。

(修復工房担当課長 )

修理技術の水準の維持・向上は最近では文化庁のオンラインによる研修を活用し

ている。そのほかに修理技術者同士の横の交流というものもあるように見受けられる。

情報共有・情報交換等をしながら修理にあたっていくという事例もあると思う。

(修復協会事務局 )

後輩の技術の育成については、過去には、研修生やインターンシップを受け入れて

いた。ただ、最近はコロナ禍なので、なかなか受け入れができないような状況にある。



(委員 )

資料に記載してある契約の額の変遷をみると、この4年くらいに減少が著しいという

ので、大変心配である。自治体指定のこちらのような性格の工房だと、もっと県・市

町の指定文化財がたくさん入ってきてもいいという気がする。自治体の財政が厳し

いので大変だとは思うが、それに対して何か考えがあるかどうかをお尋ねしたい。ま

た、先程の技術の伝承の話だと文化庁では修理技術者講習会というのをやってい

るが、(今年はオンライン研修で保存修理講習会という名称に変更)近年は石川県

からあまりいないのでないか。技術者の構成が全体に高齢化していないか。それが

少し気になっている。それに対しては、現状何か考えがあるかをお尋ねしたい。また、

いろいろな手立てを講じることをお願いしたいと思う。地域として特色のある修理所と

いうのを標榜していると思うが、他地域の工房との交流によって情報を得ることが必

要だと思う。紙ものと装潰関係をしているところが装潰師連盟の他にはここしかない

訳だが、例えば連盟と何かかかわりを持つとかについては何か考えがあるのかにつ

いてお尋ねしたい。また石黒信由関係の修理件数はあとまだ結構あるのか。

(修復工房担当課長 )

近年追加で指定された。六千三百くらいある。その中で、二千数百はこれまで終了

している。

(委員 )

まだ半分くらいですかね。

(修復工房担当課長 )

はい。そういうことですね。

(委員 )

まあ当分はそれで量が確保されているのかと思う。できるだけ、修理するものの構成

というか種類なども自覚的にこういう修理をして、売り物にしていくのがいいかなと思

った。修理件数が減りゆく現状に関してどのような取り組みをしているかについて間

かせてはしい。

(修復工房担当課長 )

まず、件数については、当初の方針で県・市指定文化財で線 引きをしてきたという

事実がある。県・市指定文化財であると、県や市の補助金を受けることができるので、

所蔵者も修復依頼をしやすい。未指定の文化財は水面下で相当数ある。今後は修

復事業単独ではなくて、文化財指定と連携しながら、そうしたものの裾野を広げてい

きたいと思う。そして、修復技術者の養成については、石川県には大学のカリキュラ

ムや漆芸・陶芸・木工などの技術者指定の研修施設があるが、そろそろ行政サイド

からも、修復の技術者養成に目を向けていただきたいと思う。

(修復協会事務局 )

金額ベースでいくと、確かにここ4年 はど半減している。4年前には国指定の建造物

の方の仕事を受注していた関係もあり、多額の金額が金額ベースになった。最近そ

れらの修理が終わり、本来の規模に戻ったというか、今紹介したような修理の内容に

なった。
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(委員 )

今の金額が工房の規模としては適正だということなのか。

(修復協会事務局 )

適正とは申し上げにくいところがある。新しい技術者も雇い入れたいと思っているの

で、金額的には少し不十分なところがある。修理技術者講習会には毎年 1人参加し

ている。技術者の年齢構成については高齢化も進んでおり、危機感を持っている。

(委員 )

いろいろと考えたほうがよい状況にきている気がした。

(委員 )

粟崎八幡神社の絵馬の修理について、剥落しているのをそのまま止めているように

は見ぇなくて、金箔も少し足しているのか。また、実物を傷つけて取るというのは難し

いが、こういう機会は成分分析できるラッキーなチャンスと捉えているが、そういう観

点からはどういうふうに対応しているのかをお伺いしたい。

(修復協会事務局 )

こちらの絵馬に関しては金箔を新たには押していない。剥落しているものを接着した

だけである。金箔については金沢の地場産業になるので、今後、そういうふうに対応

をしていきたいと思う。

(委員 )

表装の変更に関して伺いたい。石黒関係書類の資料の地図類等の説明の時には

当初裏打ちがなかったものに裏打ちがあるので、裏打ちをはずして保存していくと

いう修理をしたという話があった。一方で富山県指定文化財の勝興寺の写真の表

装をみると表具の幅が少し変わって、変更があると思う。表装の変更に関してどのよ

うな方針なのかを教えていただきたい。

(修復協会事務局 )

勝興寺の後奈良天皇の懐紙については、もともと表装裂がもう既に損傷しており、

採取はできなかったので、所有者と協議の上、こちらのように全て新調した。その際

に懐紙の中身と格とを協議して、修理後はより格の高い形 に変更をした。表装と本

紙に対して裏打ちをするかしないかということは、制作当初では裏打ちをしていなか

ったものに対して、必要性がなければ本来の姿に戻すということを原則としておこな

つている。いろいろと協議した上でおこなっている。

(委員 )

漆の方の修理の洗浄について気になった点がある。今ここに書いてあることはかなり

の濃度のもので、基本的には精製水でやってもらわないと、指定文化財等は受けら

れないと思う。その辺は気をつけてお願いしたいと思う。

(委員 )

首都直下地震及び南海トラフの地震は必ず起きると言われている。金沢美術工芸

大学があり、このように文化の中心がこの金沢の地にある。危機管理が必要な時に

災害がおきたパターンごとにここが拠点となって、どのように動くかをきちんと考えて、

是非タイムラインは作っておいていただきたいと思う。それから石川県の公文書館も
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できるので、図書館アーカイブズミュージアムの位置付けの中での災害の対応という

のは是非確立しておいていただきたい。県にも古いアーカイブズ、明治期のものが

あろうかと思うので、今後は県と市の予算をアーカイブズのそういう戦前期の資料な

どについても組み込んでいただければと思う。玉川図書館との仕事の連携がすばら

しい実績であったと大変高く評価している。そういう点を今後も発展させていただけ

ればと願っている。

(山本副館長 )

今 日は大変貴重な御意見をたくさんいただきました。

技術の伝承の話とか、人材の高齢化の問題、修理の技術を磨いていく。そういう中

にあって、近年の契約状況が低調なのではないかという指摘もございました。災害

に対する対応という御意見もございました。大変参考になりました。最後に館長から

一言お願いします。

(館長 )

今 日は本当にありがとうございます。北陸の文化財関係の保存修復ができるというこ

とで、大変重要な役割を担っていると考えている。できることならば、こういうところが、

全国で五つくらいはできるようになって欲しい。それから今、日本の文化財について

は、その理論やそれから病理学レベルは非常にしっかりしているのだが、臨床 医レ

ベルの組織がだめで、臨床医レベルが非常に低いように思う。それから財政化が非

常に難しくなつている。これはおそらく国全体として、あるいは我 々一般市民も声を

大にしながら、臨床 医の充実というものを考えていかなくてはならない。何らかのしっ

かりした制度の中に入るように努力していきたいと思っている。それから修復師の高

齢化の問題がある。みんなもう50代 以上になってしまっていて跡継ぎがいない。だ

から日本全体からみると年齢構成が非常にいびつな状況になっている。そうであり

ながら、高度化・成熟化の社会では保存・修復というのが実は先端科学でもあるとい

う意味で、この重要性を訴えていきたい。石川県としても、この工房のしっかりとした

組織化というものをいろいろな方々にお願いしながらやっていきたいと思う。今 日は

本 当に貴重な御意見ありがとうございました。

(総務課長 )

以上をもちまして、令和 3年度石川県文化財保存修復工房運営委員会を終了いた

します。

本 日はお1亡しいところ、どうもありがとうございました。

(副館長 )

ありがとうございました。


