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1．はじめに　資料レスキューの経緯
2019年10月に日本列島を襲った台風19号は，

長野市にも大きな被害をもたらした。そして多く
の未指定文化財に深刻な被害を与えることとなっ
た。長野市立博物館では，未指定文化財を中心と
したレスキュー活動を実施した。この経緯につい
ては，すでに述べているのでここでは触れない
が1），水損資料のレスキューというこれまで経験
したことのない活動を行うこととなった。

水損した資料のレスキューについては，カビ
対策が最大の課題である。カビの発生を抑えるた
めには，48時間以内に応急処置を行うべきとの
指針が示されている。カビの発生防止のため48
時間以内に応急処置に着手することを念頭に置い
て，新潟県は令和2年3月に文化財保存活用大綱
を定めている2）。

長野市立博物館では，古文書・古美術品など
を中心に主に民間に所在する未指定文化財のレス
キューと応急処置を行うこととした。本格的な活
動開始は，災害から8日を経てからである。この
ため，多くの文化財には，カビが生えている状況
であった。また，一部には乾燥が始まっているも
のもあり，紙面同士が固着している状況も見られ
た。

数千点余りの紙を中心とした文化財を博物館
に運び込み，形態に応じた応急処置を現在も続け
ている。その主な作業は，固着した状態のものを
できるだけ現状に近い状況に復元すること，そし
て，水分を除去してカビの繁殖を抑えること，こ
の2点である。

本稿では，長野市立博物館における応急処置の
現状について概略を述べることとする。

2．資料の性格とその安定化
⑴　掛　軸

本活動の特徴は，非常に多くの掛軸を受け入れ
たことである。2個人，2寺院から総計で400本
の掛軸を受け入れることとなった。

当初の処置は，一点一点を開き，本紙や表装の
部分，そして裏面をエタノールでカビや泥を除去
して乾燥させるという方法をとった。ただ，この
方法は今回の被災資料には不向きであった。丁寧
な作業を一点一点施すことにより，未処理の掛軸
は徐々に乾燥が始まった。このため固着して開か
ない状況にまで進んでいった。

こうした状況は，かなり早い時期に見られたの
で，方針を変更し，掛軸についてはすべてのもの
を一旦開いて乾燥させるという方法に変更した。
博物館には十分な作業スペースがないため，来館
者の利用スペースを閉館時間中に使って作業を進
めた。

掛軸については，冷凍での一時保存は不向き
であることも教えていただいた。水損資料につい
ては，真空凍結乾燥という処理方法があるが，掛
軸はこれには不向きであり，この処理を前提とし
た凍結はすべきでないとのことであった。このた
め，掛軸については凍結させて保存する方法はと
らなかった。

掛軸は10日ほどで全てを開くことができた。
この結果として，掛軸は水損後にカビを除去する
などの作業を丹念に行う前に，まずは開いて乾燥
させることが先決であるということを学んだ。こ
の作業を怠ると，その後，カビが繁殖したり，本
紙に壊滅的な被害を及ぼすこととなることもわ
かった。

乾燥した掛軸は，カビが生えるなどの重篤な
状態からは一旦解放される。安定化した掛軸の処
置については，京都芸術大学の大林賢太郎氏から
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ご指導いただいた3）（写真1）。掛軸について，泥，
カビの付着状態の調書を作成し，写真撮影を行う
作業を行った。ただし，絹本については，水損に
よりかなりの劣化が予想されるので，不織布を挟
むようにした。

これから先の作業については，専門家の領域
であり，所有者が判断すべき作業となってくる。
ただ，長野市立博物館においては，軸装部分と本
紙とを切り離す（本紙を外す）作業を，所有者と
相談して進めている。この活動については，特定
非営利活動法人　文化財保存支援機構から尾立和
則氏を派遣いただいて，ワークショップ形式で，
ボランティアの皆さんと作業方法を学んだ。この
ワークショップを契機として，本紙を軸装から切
り離す作業を実施している。

掛軸については，水損した段階で美術品として
の価値は失われる。このため，掛軸をなぜ残すの
か，例えば，歴史資料として後世に残す，といっ
た目的を明確にした上で作業を進める必要があ
る。

⑵　経典（折本）
水損資料のうち，初期の作業で多くの労力を必

要としたのが，大般若経の安定化処理であった。
大般若経は600巻からなる折本で，3寺院から

運び込まれた。いずれも江戸時代の刷本である。
受け入れ当初はカビがすぐに発生するという状態
であった。また，折本は水に濡れ，乾燥すると紙
面同士が固着してしまい剥がれにくくなるという
性格がある。当初の予想として，固着した折本で
あったため，全開することは難しいのではないか
と想定した。

固着している折本については，エタノールなど
で湿気を与えながら，まずは一カ所を分離させ，
そこにキッチンペーパなどの吸水紙を挟み込むと
開きやすくなる。作業の初めのころは，折本一点
一点に多くの時間と人を割いて作業を行った。経
典は2，3巻を段ボールで挟んで立てて乾燥させ
た。

作業の方法として，大般若経を一気に開いたら
よいのではとのヒントをいただいた。これによっ
て，少しでも開いている部分のある経典について
は，広いスペースで全開することとした。この方
法をとることで，大般若経は2寺分，650点ほど
については，一か月程度で安定化が完了した。

折本については，水損後ほどなくすると固着
し，空気との接触面にはカビが生え始める。カビ
は発生するたびに除去することとし，固着面を分
離させる作業については，一面が剥がれると，全
開する可能性が極めて高い。慌てずに丁寧に進め

写真2　大般若経の作業風景写真1　安定化した掛軸の調書作成
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れば，安定化は可能であることを伝えておきた
い。

⑶　古文書
長野市長沼地区からは，3カ所から区有文書を

運び込んだ。江戸時代から現代にいたるまでの長
い期間に集められた文書群である。水を多く含ん
でいたため，1週間もするとすぐにカビが生えて
しまう状況にあった。運び込まれた古文書は，カ
ビとの戦いであった。

古文書については，真空凍結乾燥装置を用いて
処理する方法が知られている。しかし，この活動
では，装置を用いない作業を選択し，現在も進め
ている。

水損した和紙のカビを抑制するためには，ど
うしても冷凍庫で一時保管することが必要となっ
た。幸いにも，1台を新潟県立歴史博物館から
お借りし，3台を「新潟歴史資料救済ネットワー
ク」，「日本博物館協会」，「信州資料ネット」から
ご寄付いただき，運び込んだ古文書は1か月半後
には全て冷凍庫に収まることとなった。おかげで
その後は，古文書の安定化作業については，計画
的に行うことが可能となった。

古文書については，当初は水で泥やカビを洗浄
する方法をとった。しかし，水損資料を水につけ
ると文書の繫ぎ目（接着面）が剥離してしまうこ
とが分かった。水に浸けて洗うという作業は，水
損直後の古文書については不向きである。

水損後最初にしなければならない作業は水分
の除去である。この方法については，国立歴史民
俗博物館の天野真志氏にワークショップをお願い
した。ワークショップでは，濡れた古文書を新聞
紙に包み，上から圧縮することで古文書の水分を
除去する方法を学んだ。水分を含んだ新聞紙を取
り換え，また新しい新聞紙に包み，圧を加えると
いう作業を数回行うと，ほぼ水分はなくなる。こ
れで古文書を全開して乾燥させると応急処置が終
わることとなる。

その後，「歴史資料ネットワーク（神戸大学）」
の藤田明良氏から布団圧縮袋を用いた方法を教え
ていただいた。新聞紙に水損した古文書を包み，
これを布団圧縮袋にいれて掃除機で圧縮するとい

うものである。これを5回ほど繰り返す。この方
法によって，作業は簡易になり，多くの古文書を
処理することが可能となった。

ある程度水分が取り除かれたら，古文書の1点
1点の処理の段階に移る。そもそも古文書には，
大きく分けて一紙ものと簿冊状のものとがある。
一紙ものについては，折られたまま固着してい
る。このため開きながら乾燥させた。簿冊状のも
のについては，ページの一面ずつにキッチンペー
パを挟みながら水分を抜いた。その後，板段ボー
ルで挟み，立てて乾燥させた。

安定化の作業は大勢の人たちで実施している
ため，作業の終了時には，処理が不十分なものも
見られた。具体的には，袋状となっている簿冊に
ついて，ページは開いていても，袋状の部分が固
着したままのものも多くあった。接着面を外すと
いった再処理が重要な作業となる。

写真3　長沼　寺院　水害後の様子

写真4　救出した古文書の入る箪笥
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⑷　書　籍
和装本の典籍のほか，現代の印刷物も多く受け

入れた。和装本については，折本や古文書と同様
の作業を行った。また，和本については，水損後
に大きな損傷のあるものについては，装丁を外し
て一枚一枚に分解して乾燥させる方法も試みてい
る。一枚一枚になったものについては，不織布で
包んで保存する方法も試みている。

一方，困ったのが現代の印刷物であった。特に
コート紙を用いた本については，一度固着してし
まうと剥がすことはできない状況であった。豪華
装丁を売りにした美術全集に至っては，本の姿に
は戻らない状態であった。このため，できうる限
り乾燥作業は実施したが，無理はしなかった。

現代の書籍は，今でも手に入るものがほとんど
であった。このため，博物館で引き受けることに
ついては，所有者に対して再考を求めたが，切望
されたので預かり緊急処置を行ったというのが実

情である。
現代の資料については，和装本に比べて，カビ

などは生えにくいと感じた。ただ，それ以前に，
水に濡れた段階でコート紙は現状には戻らないこ
とだけ指摘しておきたい。なお，こうした現代の
書籍の作業には，手慣れた，根気のある人が当た
ると綺麗に乾燥させることができる。

⑸　コピー・青焼・インクジェット紙
現代の資料は和紙のものとは違い，多種多様

である。水にぬれた段階で内容が確認できなくな
るものとして，インクジェットを用いた文書があ
る。水につかった段階で文字は滲んでしまう。ま
た，青焼などの図面類も早い時期に固着してしま
う。和紙に比べて，カビなどは生えにくいが皆無
ということはない。カビを取りながら固着面を剥
がす作業を行うことが大切である。現代の資料に
は，様々な筆記具などによって文字がのってい
る。このため，カビ処理を優先してエタノールな
どを噴霧すると，肝心の文字を消すことになる。
これを防ぐために，エタノールで文字が消えない
かを事前にテストする必要がある。

現代文書は，カーボン紙の領収書・セロテー
プ・ホチキスなど様々な文具が使われている。処
理にあたっては，かなりの気を遣う。根気のある
人が当たることが肝要である。

3．レスキューの体制について
⑴　初期段階の対応

災害はいつどこで起きるか全く予測がつかな
い。今回の長野市における災害も，全く想定外で
あった。予想しない災害が発生した時，どのよう
な対応をすればよいのか。これまでの経験から述
べておきたい。

災害が発生した際には，どこにどのような資料
があり，どのような被害を受けたのか，正確に把
握する必要がある。この情報がない限り，体制を
整えても資料のレスキューの申し出はない。むし
ろ，貴重な資料は「災害ごみ」として出されてし
まうこととなる。

罹災地から作業現場まで運びこむレスキュー
作業についてであるが，人手が必要であり，一気

写真6　屏風の解体　ワークショップ

写真5　布団圧縮袋を用いた作業風景
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に運び込む必要があるので，短時間のうちで大人
数が必要となる。この時は，全国各地に所在する
資料ネットなどに相談することが一番重要かと思
う。水損資料の処置など，それまで経験したこと
のない作業を行うわけであるので，この点も全国
に所在する資料ネットなどと協議することが大切
であろう。

救出する資料は，原則として全て運び込むとさ
れる。しかし，作業スペースなどの理由から優先
順位を設ける必要が生じる。この優先順位につい
ては，作業の主体者が相談して相互理解する必要
がある4）。

⑵　長期的な視点にたっての体制
災害当初は，全国から多くの方が応急処置の

現場に集まってくる。災害当初の応急処置の作業
は，水損資料を初めて扱う人たちが，日々交代で
訪れることとなる。このため，資料の扱いなどの
現場を指揮する担当者の存在が不可欠である。

ただ，時間が経過するに従い，参加者は減少す
る。また，1日2日の参加者ばかりでは，継続的
な作業は望めない。活動が進んでいくと，いわば
固定したメンバーが現れるようになる。先に述べ
たように，現場責任者が常時立ち会わなくても，
ある程度，ボランティアのメンバーで進めること
が可能となる。活動を進めている中から，そうし
た長期的な作業を担っていただけるボランティア
を見つけ出すことが大事である。

ボランティアについては公募することはあま
り望ましくない。災害時は何か行動したいという

人たちが多くあらわれる。しかしその気持ちが継
続する人は少ない。参加者の活動の丁寧さ，根気
強さなどを観察しながら，長期活動への勧誘した
ほうが良いと感じた。

4．まとめ　市民参加の意義
文化財の応急処置に市民が関わる意味につい

て最後に考えておきたい。
この度の水害と，それに伴う水損資料のレス

キュー活動について，私は，単なる安定化のため
の処理を主目的とはしていない。そうした活動か
ら生み出される，市民主体の文化財保護活動への
移行を目論んでいる。たとえ個人の家に伝えられ
た文化財であったとしても，これはその地域の歴
史を伝えるものである。そこに住む人たちが，地
域の文化財を知りそれを守ろうとする動きに，こ
の活動が結びつけばと考えている。

《注》
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2）… 新潟県の大綱については，…https://www.pref.niigata.
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報告」…『長野市立博物館紀要』第21号（人文系）　2020
年

4）… 例えば，現代資料については，大串潤児「赤沼地域・
近現代史料の救出・保全」…『長野市立博物館紀要』第
21号（人文系）　2020年，が参考となる。
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