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第 31 回保存フォーラム 

戦略的「保存容器」の使い方―さまざまなカタチで資料を護る― 

 

 

アンケートで寄せられた質問への回答 

 

 

 視聴後のアンケートでフォーラムの報告内容に関するご質問を多数お寄せいただき、あ

りがとうございました。報告者の方々に可能な範囲で回答をお願いし、以下にまとめまし

た。なお、同種の質問はまとめ、質問文を適宜編集しています。 

 その他の質問やご意見・ご希望は、今後の保存フォーラム企画の参考にさせていただき

ます。 

 

 

問 1 正倉院で現在も使用されている唐櫃は、奈良時代の古櫃（こき）が 168 個あると

のお話でしたが、奈良時代以外に作製されたものを含めてどのくらいの個数の唐櫃が主

にどのような宝物の収納に使われているのでしょうか。また、櫃の材料の杉材の厚さは

どのくらいなのでしょうか。 

 

【回答 宮内庁正倉院事務所 髙畑誠氏】 

現在、唐櫃は計 206 合（古櫃 168 合含む）が伝わっています。かつては薬物、衣類，調

度品など様々な宝物が唐櫃に納められていました。 

 櫃の厚みは多くが２㎝内外です。 

 

問 2 染織品関係の宝物の収納にアーカイバル容器を使っているが、アーカイバル容器

は若干アルカリに寄っているので、容器の中にアルカリを吸着するボードを付けてアル

カリの影響が出ないような加工をしているとのお話がありました。最初から無酸・無ア

ルカリの容器を選択されないのはなぜでしょうか。 

 

【回答 宮内庁正倉院事務所 髙畑誠氏】 

文化財の長期保存を目的とした容器（立体物を納める容器）というものが、木製以外で

はアーカイバル容器しかなかったため、アーカイバル容器を選択しました。 

 なお、報告では口頭で「アルカリを吸着するボード」と説明しましたが、アーカイバル

容器内に設置しているものは、正しくは「汚染ガスを吸着するシート」、あるいは「ノンバ

ッファー紙（酸、アルカリ、サイズ剤を含まない紙）」です。このようなシート、紙を容器

内面に追加設置して、アーカイバル容器内の汚染ガス対策を行っています。 
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問 3 正倉院宝庫の保存容器で、伎楽面を収納している桐箱内に調湿マルチガス吸着シ

ートを貼り付けてあり、ガス吸着シートの交換は状態を総合的にみて決めるとのお話が

ありました。（報告スライド 34 枚目） 

① 調湿マルチガス吸着シートは、文化財に使用する一般的な製品をお使いでしょうか。

また、シートを貼り付けるテープは市販の両面テープでしょうか。 

② 具体的にどのような方法で保存容器内のガスを測定し、シート交換の判断をされて

いるのでしょうか。 

 

【回答 宮内庁正倉院事務所 髙畑誠氏】 

① 文化財施設（収蔵庫や展示ケースなど）にて使用可能で、使用実績のあるものを使用し

ています。 

  シートの固定にはテープは使わず，真鍮製の釘を用いています。 

② 酢酸検知管をつけたガス採取器にて容器内の酢酸を測定し、測定結果をもとにシートの

交換の必要性を検討しています。 

 

問 4 正倉院西宝庫について、温度は外気温に合わせて変動するが、湿度は一定に保っ

ているとのお話でしたが、温度を一定に保たないのはなぜでしょうか。温度と湿度の両

方を一定に保つのは費用が掛かるからでしょうか、それとも結局重要なのは湿度だから、

など、理由があればお聞かせください。 

 

【回答 宮内庁正倉院事務所 髙畑誠氏】 

 西宝庫内は正倉院（正倉）内の環境を基にして管理しています。正倉院内の温湿度をみ

ると、湿度は 60～70％を中心に推移しますが、温度は季節により大きく変動します。その

ため宝庫内は、湿度は一定に保ち、温度は外気温の変動とともに変動させています。 

 

問 5（接着剤について） 

保存容器を作製する際、どのような接着剤を使用していますか。両面テープを使用し

ても問題ないでしょうか。 

 

【回答 国立国会図書館収集書誌部資料保存課】 

２枚のボードの接着（報告スライド番号 30 参照）には両面テープや、でんぷん糊とボン

ド（化学糊の一種で、PVAc 接着剤や EVA 接着剤）を混ぜたボンド糊を使用しています。 

接着剤は資料に直接接しない部分に用いており、過去に作製した保存容器を見ても現状

ではボードの表面に接着剤の影響（劣化による変色等）は見られません。両面テープが劣

化して粘着性がなくなり、２枚のボードがはく離する事例が若干生じていますが、両面テ

ープを貼り直すことで対応しています。 
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問 6（材料の中性紙ボードについて） 

保存容器の作製材料の中性紙ボードについて、保存に適した品質の基準はありますか。

対象資料の形態や重さ、配架場所によって厚さなどの使い分けはありますか。また、ボ

ードの裁断はどうしていますか。 

 

【回答 国立国会図書館収集書誌部資料保存課】 

現在保存容器に使用している中性紙ボードの品質は「無酸・弱アルカリ性 pH7.5～10 程

度」としています。 

保存容器の種類や使用するボードの厚みは、資料の形態、厚み、大きさや重さによって

個別に判断しています。配架場所による使い分けですが、書架スペースの都合にあわせて

保存容器の種類や使用するボードの厚み等を考慮する場合もあります。その際は、資料所

管部局と相談しながら決めています。 

資料保存課ではボードの裁断には主に断裁機を使用しています。定規とカッターナイフ

を使って裁断する場合もありますが、多くの場合は作業効率と切断面の仕上りの良さから

断裁機を使用しています。 

 

問 7（保存容器に貼るラベルについて） 

① 中性紙製材料で作製された保存容器の外側に内容物を記載したラベルを貼る場合、

ラベルの素材、貼付場所などの注意点を教えてください。 

② 中性紙ラベルが望ましいのでしょうか。普通に市販されているラベルやビニール保

護付きのラベル、テプラを使用しても問題ないでしょうか。 

 

【回答 九州大学附属図書館 山口良子氏】 

① 箱に貼付するタイトル見出しや請求記号ラベルは、資料に直接接するところではないた

め日常的に事務用で使用している両面テープ、シール紙、糊類を使用しました。置き場

所や置く向きに応じて、資料のタイトルなどの情報が見やすい場所に貼付しています。

再生紙は耐久性の面で向かないようです。 

② ラベルライターのテープについては、紙製のものを貼付したときよりも粘着力が低下す

るなど耐用年数が短いと感じています。そのため貴重書の容器には使用していません。 

 

【回答 国立国会図書館収集書誌部資料保存課】 

保存容器に貼るラベルは中性紙製のものが望ましいですが、かけられる予算などの事情

に応じて市販のラベルやテプラ等を使用しても差し支えないと思います。配架時にラベル

が隣り合う資料に接するような場合は、変色等の影響が出ていないか、ときどき確認され

ると良いと思います。国立国会図書館では資料によっては、資料所管部局が保存容器に鉛

筆で資料に関する情報を書き込んでいるものもあります。資料の取扱いに関する注意書き

は、利用者の目に触れやすい位置や、保存容器を書架から取り出す際に指が触れにくい位

置に貼りつけると良いでしょう。 
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問 8（業者について） 

保存容器の作製業者、保存容器の材料を扱う業者を知りたい。九州大学附属図書館の

資料移転の保存容器作製に当たり、どのように業者を探したのでしょうか。 

 

【回答 九州大学附属図書館 山口良子氏】 

九州大学附属図書館の移転の際には、貴重書の資料移転などに関連して情報を収集し対

応可能な業者が分かっていましたので、従来から取引のある書架メーカーや図書館製本の

会社など、複数の業者に容器の試作や見積を依頼しました。そのほか、アーカイバル容器

の製造販売の専門業者もありますので、そのようなところにも依頼できると思います。保

存容器を自作する際の中性紙などの資材の入手先についても同様です。 

最近では、多くの図書館用品のカタログに資料保存用途の容器が掲載されており、また

資料保存に特化した専門カタログ作成している企業もあります。電子カタログも充実して

いますので、ウェブサイトで情報が得られます。 

 

【回答 国立国会図書館収集書誌部資料保存課】 

『防ぐ技術・治す技術』（日本図書館協会刊 ISBN4-8204-0441-5）の巻末に掲載の専門

業者のリストをご参考にされたり、JHK 情報保存研究会（ホームページ：http://www.e-

jhk.com）へご相談されたりすると良いと思います。 

 

問 9（ドライクリーニングについて） 

① 保存容器に資料を収納する際のドライクリーニングの方法や道具について詳しく知

りたい。 

② 九州大学附属図書館の資料移転の際、保存容器に収める前にクリーニングしたとの

ことですが、クリーニングした資料の規模、所要時間についても教えてほしい。 

 

【回答 九州大学附属図書館 山口良子氏】 

① 大きめの機材としては、中性段ボールと透明アクリル板で HEPA フィルタ付き空気清浄

機を囲い込んだ「ドライクリーニング・ボックス」を使用していましたが、一度に大量に

清掃する場合には、作業をする室内に空気清浄機を設置して換気しながら作業すること

もありました。貴重書のクリーニング作業には、やわらかい毛の刷毛のほか、マイクロ

ファイバークロスを使用しています。 

② 貴重書のために、約 640 個の箱を作成しました。正確に計測したわけではありません

が、資料移転のため限られた時間で準備する必要がありましたので、箱入れの際にクリ

ーニングにかけた時間は、1 冊あたり平均で 3 分程度だと思います。 

 

【回答 国立国会図書館収集書誌部資料保存課】 

① 国立国会図書館ホームページの以下のページにて、ドライクリーニングの方法や道具を

紹介しております。ご参考にしていただければ幸いです。 

 

ホーム > 資料の保存 > マニュアル・パンフレット・翻訳資料 > ドライクリーニング

http://www.e-jhk.com/
http://www.e-jhk.com/


 
第 31 回保存フォーラム 

（令和 2 年度） 

 

 5 / 6 

－刷毛で埃を払う 

https://www.ndl.go.jp/jp/preservation/pdf/manual_drycleaning_brushes.pdf 

 

問 10（和紙で包む場合） 

質問者の機関では、最重要の貴重書や大きい絵図などは、空調設備のある貴重書庫で、

桐箱や中性紙の筒に入れ、和紙に包んで保存してあります。以前、学芸員の方に和紙に

包むと湿気がたまり、良くないと言われました。報告の中で「和紙で包む」というお話

がありましたが、どのようにすればよいでしょうか。 

 

【回答 九州大学附属図書館 山口良子氏】 

当館では、保存容器の中は、資料がそのまま入っているものから、薄葉紙や和紙、ガス

を吸着する不織布シートで包んであるものもあり、包んである理由も箱のサイズ調整や資

料の状態が悪く包まないと箱に入れにくかったなど様々になっています。資料毎に条件が

異なるので、どのように保管するのが最適であるかは、専門家の指導を参考にされるのが

よいと思います。ご質問にある資料は、以前に学芸員の方から「和紙で包むと良くない」

とのご指摘があったとのことですが、資料から和紙が外せないということであれば、図書

館員としてできることは、定期的に資料を点検して、状態に変化がないかを確認すること

ではないかと考えます。 

 

【回答 国立国会図書館収集書誌部資料保存課】 

国立国会図書館では保存容器の外側を和紙で包むことは行っておりませんが、資料の状

態や資料の取扱いの便等を考慮して、資料を和紙や中性の薄葉紙に包んでから保存容器に

収納することがあります。和紙や薄葉紙等には、外気や外部からの衝撃を緩衝する効果が

期待されます。 

 

問 11（地図などの一枚ものの資料） 

質問者の機関の特色として貴重な歴史的構造物の図面(一枚もの)を所蔵することがあ

り、その保存方法に苦慮しています。状態として平の図面と、巻かれている巻き図面の

２種がありますが、保存の観点からはどちらも巻状の状態にして中性紙筒箱に保存する

のが望ましいのでしょうか。 

 

【回答 九州大学附属図書館 山口良子氏】 

報告の中では、地図室に巻かれた状態で保管している画像を掲載していますが、すべて

を巻いた状態で保管するのがよいという趣旨ではありません。移転の際に、もともと巻か

れた状態で収蔵していたものを筒箱などに収納しました。資料の状態やどのような保管場

所が確保できるかによって収納方法が左右されることも多いです。当館貴重書庫では、古

地図を透明ホルダーに中性紙とともに挟み込んだものを複数枚大きな中性紙製の平箱に収

納しているものもあります。 

 

https://www.ndl.go.jp/jp/preservation/pdf/manual_drycleaning_brushes.pdf
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【回答 国立国会図書館収集書誌部資料保存課】 

国立国会図書館では地図やポスターといった一枚物の資料は、平らにした状態で専用キ

ャビネットに保管されているもの、巻いた状態で保存容器に入れて保管されているもの、

また折り畳まれた状態で保存容器に保管されているものがあります。その資料の利用目的

や大きさ、紙の状態、保管スペースの状況等に応じて個別に判断しています。平置きの場

合は少ない枚数で重ね、場合によっては紙ばさみに挟んだり、資料と資料の間に厚手の中

性紙を台紙として挟んだりして取り出しやすくする工夫をする場合もあります。巻いた状

態で保管する際は、資料への負担を考慮して、きつく巻きすぎないようにしています。折

り畳んで保管されているものは、折り目が劣化している場合がありますので、広げる際に

は折り目部分を特に慎重に取り扱っています。 

 

問 12（保存容器収納資料の配架） 

国立国会図書館で写真資料をタトウ式のフォルダーに収納して保存している例のお話

しがありましたが、実際の書架への配架方法を教えてください。（縦に立てて並べている

のか、横置きで積んでいるのかなど） 

 

【回答 国立国会図書館収集書誌部資料保存課】 

当初は縦置きで書架に置いていましたが、近辺に配架する別の資料の配列の都合から、

現在は数枚を重ねての横置きとしております。保管スペースを事情に応じて調整すること

があるため、当該フォルダーは縦置き、横置きが両方可能なフォルダーとして作製してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜追悼＞ 

報告 2「近代容器の起源と「防ぐ」保存の発展」をご講演いただきました安江明夫様が 

令和 3 年 1 月 29 日に逝去されました。 

 ご生前のご功績を偲び、謹んで哀悼の意を表します。ご闘病の中、保存フォーラムでご

講演いただきましたことに深く感謝いたします。 
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