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Ⅰ-1　貴重書保存修復工房について　

Ⅰ　修復工房と修復作業

1995 年 6 月にメンガー文庫マイクロフィルム撮影室を改装して貴重書保存修復工房が開設され
た。2019年度からは附属図書館と兼務の保存修復スタッフが、必要に応じて古典資料セン
ターの資料に対する処置を行っている。

修復工房の様子
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よく使う道具類 ✂

本の計測器

奥から

筋押し機
コーナーラウンダー（大）
穴あけ用品

シザイユ ( 裁断機 )⤵

紙を押さえるバーを下ろすペダル
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※メンガー文庫についてはオリジナル(メンガー所蔵時）を尊重
■資料購入時の製本形態をできる限り保存する

■更なる劣化の進行を防ぐ予防的修復処置を目的とする

※例外…図書館所蔵時に外注業者に依頼した簡易製本・バインダー製本の資料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（酸性紙の見返し・表紙等使用）

4
社会科学古典資料センターにおける資料保存の方針



1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

一枚物資料・
バインダー製本
に対する処置

フランクリン文庫
（16000点）

ギールケ文庫
（11000点）

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

左右田文庫
（8200点）

一般貴重書
（10000点）
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保存修復工房における状態調査・保存処置の作業実績

フランクリン文庫…16,000 点 (6 年）

ギールケ文庫…11,000 点 (4 年）

左右田文庫…8,200 点 (5 年）

一般貴重書…10,000 点 (6 年）

開室以来、この作業を中核として保存作業を行った



Ⅰ-2　状態調査とその後の流れ

状態調査

■保存カルテ（おもて面）➞資料についての情報

どのような構造か？ 材料は？ 劣化状況は？
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■ カルテ (うら面）➞ 必要な処置について

※ 現在は全て「なし」

上記にない処置や、何らかの
理由で処置不可の場合に記入

過去の外注処置や、今後必要だが工房
では出来ない処置を記入

…資料に直接行う処置

工房での処置について

■ 保存容器に収納・・・これ以上劣化が進行しないように行う予防的措置

■ 資料に直接行う処置・・・閲覧に支障をきたす劣化や、経時変化する劣化
に対応する

・ページ修理・資料に悪影響を与えるものの除去（日本製バインダーや過去修理等）
・劣化した革・酸性紙への対応

⇩

8
保存



保存容器について

カイルラッパー 厚ジャケット

保存箱

ブックスツール

保存容器の選択

109

隣接する資料の変形を防ぐ為の保存箱
( 極端に小さい資料用・囲み付き）

資料に合わせて作成
➞ ある程度厚み・重さのある資料

保存箱 厚ジャケット
薄ジャケット カイルラッパー

ブックスツール

作り置き可能
➞ 薄くて軽量な資料

封筒フォルダ
ソフトフォルダ

フォルダボックス

資料の製本形態・劣化状況に合わせて保存容器を選ぶ

作成上の注意点
・材料や構造は資料に負担をかけないか
・配架時に隣接する資料に負担をかけないか
・誰にでも扱えるか



資料に直接行う処置
10【ページ修理】

使用材料：正麩のり
和紙
精製水

1

2

3

4

5

修理前 修理後

正麩のりを使用して破れた個所を修理する。和紙を水切りで「くいさき」の状態にし、本文紙の両側
から修理。本文紙の厚さや状態などによって和紙は使い分ける。



【保存製本】
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使用材料：見返し用紙 (AFプロテクト）
麻糸（支持体が必要な場合は+布テープ）
表紙 (AFハードボード・製本用クロス・木工用ボンド）

バインダー製本や綴じ糸が切れた仮綴じ本
など、問題がある資料を解体し、背を修理
した後で麻糸で綴じる。一折から複数折丁
の資料まで綴じ方は何通りかあるが、いず
れも本文の外側に一緒に綴じ付けた製本用
クロスと中性紙で作った表紙ボードを接着
するので、本文には接着剤がつかない。綴
じ糸を切れば本文だけの形に戻すことが出
来る可逆性のある製本である。

閲覧が多い資料についてはこの形への変更
が有効だが、資料の状態や量、利用状況等
によっては綴じずにフォルダに収納するな
どの選択も考えられる。



カルテの活用

状態調査・処置終了後 → 全ての情報を PC 入力 ( ファイルメーカーで管理）

・製本・劣化見本の選定
展示や研修の際に現物を見る前に大まかに対象資料を絞ることが出来る

・虫損の有無の確認
虫損が確認された場合に、過去の食害なのかを調べる材料になる

・劣化の分析
製本構造や使用材料による劣化の傾向分析が可能

・外注修理対象資料の選定
工房では処置不可だが早く対応した方が良いと思われる資料( 酸性紙・粘着剤
使用・ステープラー綴じ等）がすぐに洗い出せる

資料の状態を把握する以外に活用している例
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このシリーズ本は全てステープラー綴じである。
背にステープラーが見えていなくてもカルテに
記入があれば、外注処置対象資料として予算が
ついた時にすぐに選別できる。



Ⅰ-3　外注による保存処置

なるべく急いで修復したほうが良いものとは？

① 酸性紙の資料

② 粘着剤を使用したテープ修理や付着物がある

③ 資料 ( 表紙や綴じなど）や容器に保存に適していない材料を使用している

} 工房での処置は無理なものが
多く、主に業者に発注

→オリジナルではないものについては除去した場合もある ( 構造に関わる
ので慎重な検討が必要）

➡

経年劣化が急速に進むもの

① 酸性紙の資料～紙の劣化について

大まかな目安として、本文紙が「1850 年以前のボロ紙」であれば、
すぐに深刻な劣化が起こる可能性は低い
( あくまでも目安であり、保存環境等にも左右される）

古典資料センターにある酸性紙資料
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【酸性紙への処置】

①バインダー除去
②修理
③閲覧・複写用コピー作成
④フォルダ収納

■工房で出来ること( 一例）

■外注による脱酸性化処置

代表的な方法

　　　   酸化マグネシウムの微粒子を分散させた非水性の液体に資料を浸す(吹付けもあり）

　　　　→(株)プリザベーション・テクノロジーズ・ジャパン

                 資料をコンテナに入れ、資料内部まで均一に中和するアルカリ物質を残す(気体による中和）

                 →日本ファイリング(株)

※それぞれ処置に適さない資料あり

○BK 法 ( ブックキーパー法）

○DAE 法 ( 乾式アンモニア・酸化エチレン法）

劣化の進行を抑える処置であり、紙の強度を回復させるわけではない

閲覧困難な状態になる前の脱酸処置が望ましい

手順

➡
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②粘着剤を使用したテープ修理がある
例えば… ブックコーティングフィルム

布製製本用？テープ

背革の表面一部だけが剥が
れてフィルムに貼り付いて
いる

○の裏部分、粘着剤が本文
に染み込んでいる

➡

➡

無理に剥がすと資料を傷めることになるので、外注での修理が必要

③ 資料や容器に、保存に適していない材料を使用している

折丁が少なければ自館で糸綴じに変更可能

例えば…さび始めているステープラー綴じの資料

15



革の劣化について

保革作業をするとレッドロットの
資料が扱いやすくなる

しかし…
・すべての革装本に塗ってよいのか？

・長期保存を考えた時、本当に安全なのか？

16

【保革作業実験A】（塗布の量）

⇩

乾ききった革には保革油がどんどん吸
収される。たっぷり保革油をしみこま
せた部分は、上から塗布したアクリル
ポリマー（SC6000) による層を超えて
油が外へ染み出していた。
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【保革作業実験B】（レッドロット劣化資料に対して）

保革油を塗布するとしっとりし、手に
つくような粉はおさえられる

適当と思われる量を塗布したが、油が
しみ込んだ表面の層の下は乾燥した状
態であり、塗布している最中のちょっ
とした力の加減でも表面がはがれ落ち
てしまう

【その他…】

目止めの為の「HPC ( ヒドロキシプロピルセルロース）+
アルコール」塗布によって革の硬化や炭化の
ような反応を起こす場合もある



18

■油は酸化するもの
→長期的な保存への不安

■HPC+ アルコールはレッドロットの革を多少硬化させる
→ノドなどに新たな破損を生まないか？

■乾燥した薄い革への保革油塗布
→表装材 ( 芯材）や本文への影響は？

一度作業を行うと、除去することが出来ない為、現段階で
積極的に保革作業をした方が良いとはいえない

保革作業を 2015 年から中止→保護ジャケットで対応

2015年以降の講習会などでは、塗布の難しさを盛り込みながら、貴重書以外の一般
資料への作業として実習・紹介を行った

劣化した革についての対策　
工房では…

➡
➡



19       Ⅰ-4　保存容器作成の実演

※一橋大学社会科学古典資料センター Study Series No.64「西洋古典資料の組織的保存のために〔改訂版〕」
に詳しい作り方掲載(保存箱については若干の変更あり）

【厚ジャケット】
　（材料 ： AF プロテクトH　209.4g/ ㎡）

【保存箱】（差し込み式・内側アーカイバルボード・エコ版）

　（材料 ： アーカイバルボード・AF ハードボード 0.63 ㍉・両面テープ）

【封筒フォルダ】
　（材料 ： AF ハードボード 0.63 ㍉・AF エンベロープ角型 2 号・両面テープ）



Ⅱ　保存環境と資料の運用
Ⅱ-1　保存環境

温湿度管理
光
空気汚染
落下防止

■温湿度管理

毛髪式温湿度計で継続的に測定
2019年からは書庫とマイクロ室に「おんどとり」を設置

( 書庫・マイクロ室・工房）

空調は夏期のみ使用 (24℃設定だが、実際は 20℃以下）

書庫・修復工房は壁に調湿ボードを使用

毛髪式温湿度計

調湿ボード

20

おんどとり
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■光
書庫は人感センサーで必要な場所のみ電気が点灯
紫外線の放射が極めて少ないLEDライトを使用
書庫は窓がなく、日光照射なし(避難用の窓は遮光してある）

工房の窓ガラスはUVカット効果のあるものを使用

人感センサー

書庫

工房

※LED 照明の脇にある空調の吹き出し口には、資料に
じかに温風があたりにくいよう、和紙でカバーをつ
けてある



■空気汚染
22全ての化学物質に検出できるわけではないが、鼻は優れた検出器の１つ

である。何か臭気がある時には、化学物質の濃縮が疑われる。

【パッシブインジケータによる木製容器が発するガスの調査】

汚染ガス吸着シート (GasQ) の有無で比較

GasQありGasQなし

0時間

1日後

2日後

7日後

パッシブインジケータ

　ピンク：アンモニア検出器
　ブルー：有機酸検出器

古典資料センターで資料を保管していた桐箱、布張りの木製の箱から匂いがしたため、パッシブインジケー
タによる調査を行った。写真は布張りの箱の調査写真だが、ガス吸着シートを入れずに測定した方は一日後
には有機酸が検出された。ガス吸着シートは数日間有機酸を吸着したが、発生するガスに対して使用した量
が少なかったので 7 日後には同じように有機酸が検出される結果となった。

この実験結果をふまえて➡



➡ 木製容器を中性紙の保存箱へ変更
23

元の容器 ( 桐箱）

元の容器 ( 布張り木製箱）

中性紙保存箱 ( 外注 )

中性紙保存箱 ( 工房製 )



■落下防止
古典資料センターでの対策

24

落下防止バーの利用
上から３段目まで設置

フォルダボックスの下に滑り止めシート
( 安全安心シート：キハラ(株)社製）を利用

かなり滑りにくいので本の下に
は使用していない

すき間ボックスの使用
書架の端の本が入らないすき間を
埋め、揺れた時に本を動きにくく
する



Ⅱ-2　虫害対策25

IPM とは…様々な方法を組み合わせ、害虫の数を被害のないレベル以下に
抑えようとするもの

IPM に基づく対策

※参考資料
　　　東京文化財研究所
　　　文化財の生物被害防止ガイドブック―臭化メチル代替法の手引き ( 平成 15 年版）

■虫を入れないために

・建物への侵入を防ぐ
・書庫への侵入を防ぐ
・資料に付着した状態での侵入を防ぐ

■虫を増やさないために

・定期的な清掃
・温湿度管理
・トラップ調査

■建物への侵入を防ぐ

玄関マットの設置
ドア隙間対策用ブラシの設置

虫を入れないために



26
■書庫への侵入を防ぐ

マットの設置(粘着・足ふき）
ドア隙間対策用ブラシの設置
スリッパの使用

■資料に付着した状態での侵入を防ぐ

低温処置※

　〇：人体に安全
　　　冷凍庫があればランニング

コストが比較的安価
　△：適さない材料もある

低酸素処理
　〇：材料への影響が少ない
　　　すべての材質に適用
　　　人体に安全
　△：処理は 20℃以上で行う必要がある
　　　害虫の種類、処理温度によって処置
　　　期間が異なる ( 長い場合 10 週間）

ランニングコストとして脱酸素剤の
費用がかかる

酸素検知剤※詳細は前記の資料参照



虫を増やさないために
27

■定期的な清掃

書庫清掃は超極細繊維ダスターでの床の拭き取り掃除と
へパフィルター付きの掃除機を使った清掃を毎月交互に
行っている

■温湿度管理

■トラップ調査

■ 2-4

■ 2-6

■ 2-7■ 2-5

■2-1

■ 2-3

■ 2-12

■ 2-9

■ 2-11■ 2-8

■ 2-14

▲ 2-3

● 2-1

▲ 2-4

▲ 2-2

▲ 2-1
▲ 2-5

● 2-2

● 2-5

● 2-4

● 2-3
■ 2-10

■ 2-2 ■ 2-13

ﾁｬﾀﾃﾑｼ：1ﾁｬﾀﾃﾑｼ：1ｸﾓ：1

ﾑｶﾃﾞ：1

2018年 8-9月 トラップ配置図 （2F）

●：タバコシバンムシ用フェロモントラップ
▲：ジンサンシバンムシ用フェロモントラップ
■：粘着トラップ

2007 年に書庫でシバンムシが発見されたことをきっかけに、
年２回のトラップ調査を実施している。
2019 年からはフェロモントラップは使用せず、粘着トラッ
プのみの調査に切り替えている。

b091743x
スタンプ

b091743x
スタンプ

b091743x
テキストボックス
毛髪式温湿度計とおんどとり



もしみつかったら… 28

隔離
害虫の拡散と被害拡大を防止

専門家に相談
害虫の種類、被害の範囲、侵入経路を調査し、その後の処置、再発防止

　に活かす　※古典資料センターでは公益財団法人文化財虫菌害研究所へ相談した

処置
低温処置

　低酸素処置
　燻蒸など

→被害の規模、害虫の種類、資料の材質、人体への影響などを考慮し、
方法を選択する



Ⅱ-3　資料の運用管理29

■閲覧・調査
資料の開きすぎは表紙や綴じの損傷につながるので必ず書見台を使用

基本のコンパクト収納タイプ 一体型 ( 工房での特定の作業用）

■展示・撮影
撮影や展示には工房スタッフが立ち会う
資料への負担を軽減するため、様々なサイズ・形状の台を用意

利用されてこその資料に損傷を与える可能性があるのも
「利用」

閲覧・調査・展示などの利用時、資料にかかる負担を
なるべく減らすために…

表紙を見せたい場合



書見台の選択～古典資料センターの場合～

■閲覧

クラークソン・ブックサポートシステム
メリット
・置いた資料がすべらない
・傾斜がついているが、表紙 ( 特に背）の下部があ
　たらないので、この部分への負担がない

デメリット
・傷んでいる本の汚れが付きやすい
・すべらないので、こすれた時のダメージが大きい

中性紙書見台 (+ 支持台）
メリット
・汚れた時に敷き紙を交換できる
・120 度以下のタイプや展示用変形タイプも作成可
・基本形は収納スペースがコンパクト

デメリット
・傾斜をつける支持台に置くと背の下部に負担がか
　かったり、本文が支持台にあたってしまうもの
　がある

使用の状態 書見台タイプ 支持台の使用 備考

資料の開きが悪い → 90°タイプ 可

おもて・うら表紙が分離または分離寸前 → 中性紙タイプ 不可 ジャケットがかかっている場合、なるべくジャケットをかけたまま

革装でレッドロットがみられる → 中性紙タイプ 可 ジャケットがかかっている場合、なるべくジャケットをかけたまま

表装と本文が分離または分離寸前 → 中性紙タイプ 不可

資料が極端に薄い・小さい → 中性紙タイプ 可

ブックスツールが入っている → 中性紙タイプ 不可

綴じが損傷（バラバラ・かなりのゆるみ） → 中性紙タイプ 不可

酸性化による強度不安がみられる平綴じ資料 → 90°タイプ 可・不可 ちりがないものは支持台不可・閲覧時本文破損注意

表装背の「地」部分の損傷がひどい → 不可

花布（地）が取れかけ → 不可

ブックサポートシステム使

用不可

ブックサポートシ

ステムor中性紙

タイプ

ブックサポートシステム不可の場合は中性紙タイプ（支持台不可）その他

古典資料センター資料閲覧時の書見台の選択について
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■展示

例：タイトルページを見せる場合

資料の厚みと同じ高さの台に表紙をのせると表紙の為にも良く、見栄えもよいが…

ただ開いて置くよりは

180 度の開きは「のど」への負担大

書見台を使用するとタイトルページ面は斜めになるが、表紙への負担はかなり抑えられる
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大きく厚い資料の表紙「のど」に損傷がみられる場合には

表紙の下に面で支えがあると安定する
※支えが高すぎるとかえって損傷を広げるので注意が必要

展示は同じ資料の同じ個所を開く場合が多いので、損傷を広げる可能性が高い。
劣化をなるべく防ぐためには資料の状態や損傷個所を見て、最適な展示補助用具を使用する
必要がある。
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(上）開きが悪い資料用・90度書見台
(下）通常の書見台・120度

33
大きく開くと損傷しやすい資料とは？

例 1：開きにくい　※開いた時にのどの奥の方に抵抗を感じたら要注意

90 度の書見台を使用すると「のど」に近い部分の文字は見にくいが、資料によってはこれ以上の開きは無理な場合がある

例 2：表紙の「のど」に損傷がみられる　➡表装材・支持体などが切れると表紙が分離する



例 3：本文の背に表装材が貼られていて、開いた資料を上から見た時に本文の背のカーブ
　　　に沿って表装材も沿った形になる + 表装材が劣化により硬化している

➡背の表装材の弱った部分に負担がかかり、破損する場合がある
34

➡



例 4：仮綴じ本 + 綴じ糸に劣化やゆるみがみられる
➡綴じ糸切断による資料のブロック分割が起こる可能性あり

仮綴じ本の綴じは文字通り “仮” なので、綴じてある部分が少なく支持体がないものが多い。そのため折丁
同士をつなぐ部分にゆるみがあったり、糸が劣化して切れやすくなっていたりすると本文の開閉によって綴
じ糸が切断してしまうことがある。

細い糸でここだけ綴じてある

綴糸切断

例 5：本文と背表紙の間に隙間があり、資料を上から見た時に本文の背と表紙の間に穴があく
+ 表装材が劣化によって硬化している　　　➡背表紙の破損や分離につながる

特にこのような分厚い資料の場合、こ
れで約 90 度だが、すでに○部分に相
当な負担がかかっている
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例 5 のような本を書見台なしで開いたら？

特に厚い資料を平らな場所で開くと赤線　より下の部分は押しつぶされる。
開く角度が大きいほど穴が広がり背が押し出されるので破損の危険度が高
くなる。背表紙が劣化し、柔軟性が失われている場合には背が粉々に割れ
たり、とれてしまったりするかもしれない。
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Ⅲ　一橋大学～図書館・研究所の保存修復活動

Ⅲ-1　各施設の状況
37

学内の図書室

31

・附属図書館 ( 国立キャンパス）

・社会科学古典資料センター ( 国立キャンパス）

・経済研究所資料室 ( 国立キャンパス）

・社会科学統計情報研究センター ( 国立キャンパス）

・千代田キャンパス図書室 ( 千代田キャンパス）　
※保存修復についての繋がりは特になし

■保存修復について・各館の事例

附属図書館
利用者サービス係…常勤職員 2 名、非常勤職員 5 名

・貴重書以外は主に利用者サービス係が修復を担当

・作業は非常勤職員が行うことが多い

・主にカウンターにて作業

・判断に迷うものは常勤職員に相談

・適宜古典資料係に相談し、状況によっては
修理を依頼

図書館にある要修理資料のための棚。これにならって
経済研究所資料室も棚を設置している。

経済研究所資料室
常勤職員 4 名、非常勤職員 4 名

・閲覧担当を中心に空き時間に修復作業

・2017 年に作業フローを見直し

・作業マニュアルの見直し、共有電子ファイルの作成

・記録や実績の蓄積
→要修理本発見から再配架までの流れを定型化



社会科学統計情報研究センター

・特に担当者は決めていない

・工房での実技研修受講者が研修内容に沿って修復作業を行う

・マニュアルのようなものは整備されていない

・簡単なページ修理などは館内で行っている

・判断に迷う資料は係内で相談

常勤職員 3 名、非常勤職員 3 名

■それぞれの機関からの相談と修復依頼

※太枠内を記入

依頼者

学術・図書部長

専
学術情報課長

専
課長代理（学術） 利用者サービス係 担当者

請求記号 図書ＩＤ 受注者
学術・図書部長

専
学術情報課長

専
課長代理（学術） 古典資料係 古典資料センター

発注部署・担当者

発注年月日 2017年 月 日 納入期限 年 月 日 完了日 年 月 日

資料の形態・状態

表紙 ☐とじつけ ☐くるみ ☐仮とじ ☐薄表紙 ☐その他( ） 表装材の劣化 表装の分離 背分離 表紙の分離 その他( ）

とじ
□中とじ □平とじ ゆるみ 破損 その他（ ）

□背バンド □かがりとじ □仮とじ □ステープラー □接着剤 □その他（ ）

見返し □とじ □貼り □巻き □その他( ） □なし 表見返し破損 うら見返し破損 その他(    )

本文紙 □ボロ □パルプ □和紙 □その他 (   ) ページ破損 本文バラバラ その他（ ）

特記事項

資料の利用頻度 □頻繁 □普通 ☐少ない

配架場所 ☐開架図書 ☐閉架図書

構造修理の場合など ☐現装保存希望 □改装可

処置 備考

□表装の構造修理（ ） □表紙修理 □クータ挿入 □保革油

□保存製本 □とじなおし（ ）

□保存箱 □厚ジャケット □薄ジャケット □封筒フォルダー □包装 □ページ修理

その他

2018 年度まで
・古典資料センター教職員に連絡をとり、修復工房スタッフに相談
・自館で修理できない資料を工房に依頼するためには 1 資料につき 1 枚依頼書を作成
・資料に直接行う作業が必要な場合には、まず古典資料センターで低温処置をしてから

現在は附属図書館・古典資料係の保存修復担当スタッフが対応
・基本的に図書館 4F のスペースで作業を行う
・附属図書館の資料については修復内容を PC に記録
・研究所などからの依頼については依頼書を提出してもらう
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39 　Ⅲ-2　保存修復・学内研修について

2019 年は 6 月に附属図書館 4F で実施 ( 受講者 8 名）
・新規採用の学内図書系職員 ( 非常勤）+ 常勤職員 ( 希望者）
・保存修復に関する知識・技術の伝達
・2 日間かけて行う…1 回 4 名で半日 ×2 日

研修内容 (2019）

【1 日目】
・クータ貼付けによる背の修理 ( 貼付けまで）
・修理に関する基礎知識
【2 日目】
・クータ貼付け後の表紙や見返しの修理
・和紙を使ったページ修理 ( 酸性紙のページ修理体験も含む）
・保護ジャケット作成



社会科学古典
資料センター
　　  ・

修復工房

社 情
資 料 セ ン タ ー

附 属 図 書 館 経 済 研究所資料室

40

できれば避けたい保存作業
附属図書館や学内の資料室からの依頼で行ってきた簡単な講義の際、「一般書への
修復について」ということで必ず伝える内容。特別な予算や人員が確保できない中
で“やらない方が良いこと”を伝える事も保存対策の一環である。

1. 紙に悪影響を及ぼすものの使用

・セロハンテープ

・補修用テープ ( ページヘルパー、ブッカー…など）

・付箋紙 ( ポスト・イット）

・ステープラー

・クリップ

・輪ゴム

・合成接着剤 ( ボンド・ビニダインなど）

・化学雑巾

・酸性紙

セロハンテープの粘着剤は時間が経つと紙に染み込む 補修用和紙テープも粘着剤を使用した補修テープ。
繊維の方向が縦にとおっているので、このような方
向でノドの修理に使うと裂けやすい。

Ⅲ-3　一般資料の保存作業　



41 2.　別の部分に負荷をかけるような補修

・本文紙より厚い紙や濃すぎる糊でのページ修理

・背幅より狭いクータでの修理

・正しい位置で接着されていない見返しノド部分の修理

・ハードカバーの本の簡易表紙補修

・無線綴じの本のページのりづけ

・酸性紙劣化資料のページ修理

背幅より狭いクータを入れたため、短期間で再破損

適切でない修理はかえって資料の状態を悪化させることがある



■現物保存の大切さ
・デジタル資料があれば閲覧できるが…
・デジタル資料にも寿命はあり、現物がなければ生まれないもの
➡ 先人の残した資料を未来に伝えるには現物資料保存が一番確実ではないのか

Ⅳ　おわりに・・・

古典資料センターが行ってきた貴重書・予防的保存の全体像

〇保存環境を整える

〇所蔵資料全体の状況の把握

〇利用時の環境を整える

〇保存に関する知識・技術の共有

■積極的に「手を加えない」ということ
・出来ないから修復しないのではなく、残すために手を加えないという選択➡

それぞれの館の状況によって出来ることは違ってくるが、
これらの選択をするために…

資料を取り巻く環境を整え、資料全体の状況を把握し、
知識や技術を出来るだけ多数で共有する
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資料作成：一橋大学・学術情報課・古典資料係・篠田飛鳥




