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ワークショップ

1月16日（火）～1月18日（木）
January 16 (Tue.)- January 18 (Thu.) 

Workshop
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ワークショップ　Workshop

趣旨
参加者が日本の文化財の取扱いや保存に慣れ親しむこと、また、 参加者同士のネットワークを形成するこ

とを目的とする。 参加者は、 日本国外のミュージアムに所属しており、 下記の条件のいずれかを満たす者
を優先して選定する。 　１.日本美術の学芸員としての経験が5年以下。 　２．日本美術の学芸員だが、 中
国や韓国美術など他の分野のスペシャリストである。 　３．日本美術を扱う機会のあるレジストラーやエデュ
ケーター、 展示デザイナーなどである。

Purpose
This workshop aims to familiarize participants with the handling and conservation of Japanese cultural 

properties and to foster deeper networks among the participants. Priority is given to workshop applicants who 
fulfill one of the following conditions: a curator who has been responsible for Japanese art for less than five years, 
a curator who is responsible for Japanese art but specializes in a different field such as Chinese or Korean art, or 
another staff member, such as a registrar or educator, whose work involves Japanese art.

参加者（敬称略）

（米国）
ローラ・アレン サンフランシスコ・アジア美術館

モニカ・ビンチク メトロポリタン美術館

アンドリュー・グチエレス クリーブランド美術館

ジーニー・ケンモツ ポートランド美術館

アンドレアス・マークス ミネアポリス美術館

森嶋 由紀 サンフランシスコ・アジア美術館

アン・ニシムラ・モース ボストン美術館

リアノン・パジェット リングリング美術館

アーロン・リオ ミネアポリス美術館

シネード・ヴィルバー クリーブランド美術館

（欧州）
ルイーズ・ボイド スコットランド国立博物館

ロジーナ・バックランド スコットランド国立博物館

ミリャム・デーネシュ フェレンツ・ホップ東洋美術館（ブダペスト）

ルパート・フォークナー ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館

シルビア・ガエッティ グラッシィ工芸美術館（ライプツィヒ）

マルケータ・ハノヴァー プラハ国立美術館

アンナ・カメンスキフ プーシキン美術館

ダン・コック ライデン国立民族学博物館

ミシェル・モキュエール フランス国立ギメ東洋美術館

メアリー・レッドファーン チェスター・ビーティー・ライブラリー

セルゲイ・シャンディーバ 国立宗教歴史博物館（サンクトペテルブルク）

矢野 明子 大英博物館

アイヌーラ・ユスーポワ プーシキン美術館
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Participants 
United States
Dr. Laura Allen (Asian Art Museum of San Francisco)

Dr. Monika Bincsik (The Metropolitan Museum of Art)

Mr. Andrew Gutierrez (The Cleveland Museum of Art)

Dr. Jeannie Kenmotsu (Portland Art Museum)

Dr. Andreas Marks (Minneapolis Institute of Art)

Dr. Yuki Morishima (Asian Art Museum of San Francisco)

Dr. Anne Nishimura Morse (Museum of Fine Arts, Boston)

Dr. Rhiannon Paget (The John & Mable Ringling Museum of Art, Florida)

Dr. Aaron Rio (Minneapolis Institute of Art)

Dr. Sinéad Vilbar (The Cleveland Museum of Art)

Europe
Dr. Louise Boyd (National Museum of Scotland)

Dr. Rosina Buckland (National Museum of Scotland)

Ms. Mirjam Denes (Ferenc Hopp Museum of Asiatic Arts, Budapest)

Dr. Rupert Faulkner (Victoria and Albert Museum)

Ms. Silvia Gaetti (Grassi Museum of Applied Arts in Leipzig)

Dr. Marketa Hanova (The National Gallery in Prague)

Ms. Anna Kamenskikh (The Pushkin State Museum of Fine Arts)

Dr. Daan Kok (National Museum of Ethnology, Leiden)

Mr. Michel Maucuer (Musée national des Arts asiatiques-Guimet)

Dr. Mary Redfern (Chester Beatty Library)

Dr. Akiko Yano (The British Museum)

Ms. Ainura Yusupova (The Pushkin State Museum of Fine Arts)
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ワークショップ1日目：修理所見学・文化財取扱研修
Workshop, Day 1: Visit to the Conservation Center; Handling Workshop on Sculpture

2018/1/16(Tue.);…10:00-16:30
奈良国立博物館　Nara National Museum

文化財保存修理所見学　Visit to the Conservation Center
講師：鳥越…俊行氏（奈良国立博物館）
Instructor: Mr. Toshiyuki Torigoe (Nara National Museum)

文化財取扱研修（仏像）　Handling workshop on sculpture
講師：岩田…茂樹氏、岩井…共二氏、山口…隆介氏（奈良国立博物館）
Instructor: Mr. Shigeki Iwata, Mr. Tomoji Iwai, and Dr. Ryusuke Yamaguchi (Nara National Museum)

オリエンテーション　Orientation

松本…伸之館長（奈良国立博物館）
Mr. Nobuyuki Matsumoto (Executive Director, Nara National Museum)
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Visit to the Conservation Center

This session, which consisted of a tour of the conservation studios at the Nara National Museum and a 
PowerPoint presentation about how conservation is conducted at these studios, was led by Toshiyuki Torigoe, 
Curator of Conservation at the Curatorial Division of the Museum. 

The studios, which opened in 2002, conduct conservation work and related research on sculpture, lacquerware, 
calligraphy, painting, and other genres. They are also certified to conserve National Treasures and Important 
Cultural Properties. The Nara National Museum offers its guidance and close cooperation to the conservators in 
these studios, who are employed by private companies, and also shares the fruits of their work with the public, such 
as through exhibitions of recently-conserved objects. The Museum also offers, on a limited basis, public tours of 
the conservation studios. The studios have glass-paned walls, allowing individuals on tours to look inside and see 
the conservators on work.

文化財保存修理所見学

本講座では、 鳥越俊行氏（学芸部保存修理指導室長）の解説のもと奈良国立博物館文化財保存修理所の
見学を行い、また、 同氏より修理所でどのように文化財修理が行われているかについて、 スライド資料を用
いた講義を受けた。

2002年に開設された当修理所では、 国宝や重要文化財を含む、 彫刻、 漆工、 書跡、 絵画などの分野の
作品の修理および調査研究が行われている。 修理技術者は、 民間の会社との雇用契約のもと同修理所にて
修理を行っている。 奈良国立博物館は、 技術者に対する助言および協力を行うとともに、 修理が完了した
ばかりの作品の展示などを通して修理の成果を一般に公開している。 一般向けの見学ツアーも定員を設ける
形で実施されている。 修理所内はガラス壁で仕切られており、 ツアー参加者はガラス越しに修理の現場を
目にすることができる。
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Session on the Handling of Buddhist Sculpture

This session was held in a room adjacent to the storage area for Buddhist sculptures at the Nara National 
Museum under the guidance of the Museum’s three sculpture specialists. It was led by Shigeki Iwata (Special 
Research Chair, Curatorial Division), who was assisted by Tomoji Iwai and Ryusuke Yamaguchi, both curators 
of sculpture in the Curatorial Division, as well as two handlers from Nippon Express. A seated Dainichi Nyorai 
(Nara National Museum) made of wood was crated, unpacked, and then returned to the adjacent storage area by the 
handlers while Mr. Iwata provided explanations. Some of the key points are as follows:

The condition of the sculpture, including weak or damaged areas, must be thoroughly analyzed before the 
sculpture is handled. When handling the sculpture, only the sturdiest parts should be touched, while parts that are 
prone to damage, such as fingers or ornaments, or damaged areas, with, for example, lifting pigments or cracked 
lacquer, should not be touched. Although the handlers handle the object, the curator knows the condition of the 
object best and must communicate his or her knowledge to the handlers.

The material used to wrap and cushion the sculpture was usuyoshi, a soft yet durable Japanese paper. This paper 
tears in straight lines and may be formed into ropes, which may be used to secure layered sheets of this paper to the 
surface of the sculpture. This paper may also be bundled together into cushions. Years ago, sculptures were often 
completely wrapped, or “mummified,” although now weak or damaged areas are left exposed to make it clear where 
they are and prevent them from being touched accidentally.

At the end of the session, the object was returned to the adjacent storage space, which has a temperature of 20-
21°C and a humidity of 60%. The floor is base isolated, which protects the sculptures during earthquakes.

文化財取り扱い講座：仏教彫刻

本取り扱い講座は、 奈良国立博物館の仏像彫刻収蔵庫前室にて、 岩田茂樹氏（学芸部上席研究員・ 美
術室長）を講師に、 岩井共二氏（学芸部情報サービス室長（彫刻担当））、 山口隆介氏（学芸部列品室主
任研究員（彫刻担当））の補助、 および日本通運のハンドラー２名の協力を得て行われた。 木造の大日如
来坐像（奈良国立博物館所蔵）を実例として、 岩田氏より、 クレートを使った梱包、 開梱など仏像の移動・
輸送にかかる取り扱いについて解説を受けた。 要点は以下のとおりである。

脆く損傷のある部位を含め、彫刻作品の状態は取り扱う前に綿密に分析すべきである。取り扱いの際には、
最も頑丈な部分のみに触れるようにし、 仏像の指や装飾、 顔料の剥落や漆に生じた亀裂により既に損傷し
た部分など、 破損し易い部位を触ってはならない。 実際に作品を取り扱うのはハンドラーだが、 作品の状
態を最も把握しているのは学芸員であり、 その知識をハンドラーに伝える必要がある。

彫刻作品を包み、 緩衝材としても用いられるのは、 柔らかく耐久性の高い和紙の薄葉紙である。 細長く裂
いて、紐状にしての使用も可能であり、重ねた薄葉紙は彫刻作品の表面に固定する際に用いられる。 また、
何枚も束ねて緩衝材とすることもある。 以前は、 彫刻作品はその全体を梱包されることが多く、 その様はま
るでミイラのようだとも言われたが、 現在は、 脆弱な部位や損傷のある部位は敢えて包まないことによりその
事実を明示し、 意図せず触れてしまうような事故を防ごうとしている。

講座の最後に大日如来坐像は隣接する収蔵庫に戻された。 収蔵庫内の室温は20 ～ 21度、 湿度は60%と
一定に保たれている。 床は免震構造で、 地震の際に彫刻作品を守ることができる仕組みになっている。
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ワークショップ2日目：エクスカーション 
Workshop, Day 2: Excursion

2018/1/17…(Wed.);…9:00-17:00

東大寺南大門　Todaiji Temple, The Great South Gate 東大寺大仏殿　Todaiji Temple, The Great Buddha Hall

薬師寺　Yakushiji Temple 唐招提寺　Toshodaiji Temple

岩井…共二氏（奈良国立博物館）
Mr. Iwai Tomoji (Nara National Museum)
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ワークショップ3日目：エクスカーション
Workshop, Day 3: Excursion

2018/1/18…(Thu.);…9:40-17:30

大神神社　Omiwa Shrine

飛鳥寺　Asukadera Temple

石舞台古墳　Ishibutai Tumulus

吉澤…悟氏（奈良国立博物館）
Mr. Satoru Yoshizawa (Nara National Museum)

建石…徹氏（文化庁）
Dr. Toru Tateishi (Agency for Cultural Affairs)

キトラ古墳展示館「四神の館」　
Kitora Tumulus Mural Experiential Museum “Shijin no Yakata”




