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参考文献

『IFLA図書館資料の予防的保存対策の原則』エドワード・P. アドコック編集　国立国会図書館訳（2003.7）

光

光は紙の劣化を促進し、紙やインキなど
の変退色を引き起こす。太陽光だけでな
く、紫外線 (320-400nm) は蛍光灯、赤
外線 (760-1000nm) は白色灯からも発
生する。

汚染ガス

長期間、汚染ガスに資料が触れていると、
変色や劣化が起こる。代表的なガスは、
窒素酸化物やアンモニア、ホルムアルデ
ヒドなど。

虫・小動物

虫は紙や糊、皮や布などの有機物を餌と
し、紙資料を傷める。ネズミなどの小動
物は資料を破壊することがある。

人災

不注意な取り扱いによる物理的ダメージ
や火災による焼失などがある。火災は広
範囲の資料に損傷を与え、消火による冠
水という二次被害も想定される。

天災

地震や洪水などは、資料に取り返しのつ
かないダメージを与える。

チリ・ホコリ

資料を汚染する。チリやホコリの多くは
吸湿性があり、カビや虫の発生源になる。

カビ

カビの胞子はいたるところに存在する。
高い温湿度、光や空気のよどみなど、条
件が整えば発芽・成長・増殖し資料を汚
染する。

温湿度の変化　　　　　　　　　　　

紙は温湿度の変化を受け劣化する。相対
湿度が高いとカビや虫の温床になり、低
くなると水分が失われ、紙自体がもろく
なる。温湿度の急激な変化の繰り返しで、
紙はいっそう劣化する。

■紙資料を劣化させるさまざまな原因

資 料

光
温湿度温湿度
の変化

カ ビ

チ リ
ホコリ

汚 染
ガ ス

虫
小動物

天 災

人 災

紙をベースにした絵画や写真、本・文書類などは、時間の経過ととも
に劣化する。要因を大きく分けると、作品・資料をとりまく環境が引き起
こす「外的要因」と紙そのものが起こす「内的要因」になる。

外的要因の主なものは、光、汚染ガス、虫・小動物、人災、天災、チ
リ・ホコリ、カビ、温湿度変化の8種類である。

内的要因の主なものは、紙中に含まれる酸性物質。インキのにじみ留
めに使われるロジンという物質を定着させるための硫酸アルミニウムで
ある。

酸性紙でボロボロになった書籍本文

紙資料を劣化させる原因

なぜ、紙資料は劣化するのか？
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さまざまな事例

紙資料の劣化

虫・小動物	 虫食い

天	災	 水濡れ

温湿度変化	 湿度によるシミの発生

光	 本の背が変色

人災	 セロテープ痕による傷み

カビ	 カビによる劣化
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3 つの条件

保護保存用紙

参考文献

ISO5630-5	Paper	and	board	–Accelerated	ageing-	Part5:	Exposure	to	elevated	temperature	at	100℃
『挿入法による中性紙の見直し』　http://www.hozon.co.jp/cap/con-con/archives/nakano021018.pdf

強制劣化試験　　　　　　　　　　　

ある温度と湿度の中に紙を置いて、日常
ではありえない環境をつくり、紙の寿命
を調べる方法。

(a) チューブ法
紙の内部から発生する酸性物（劣化要因）
による影響を調べることができる。

(b) 挿入法
挿入法による強制劣化試験は、東京農工
大学、東京藝術大学との共同研究である。
ｐＨの異なる紙同士が長期間接触した場
合のお互いの影響を調べることができる。

左の写真は、最上段が「劣化前」、2段
目が「酸性の本文用紙（ｐＨ 5.6）」、3
段目が「中性の本文用紙（ｐＨ 7.0）」、
最下段が「アルカリ性の本文用紙（ｐＨ
9.3）」にはさんだ結果である。
左列のピュアマットは、ｐＨの異なる本
文用紙と長期間接触していても、変色や
ｐＨの変化が少なかった。
中と右の列は他社製品で、変色やｐＨの
変化が大きかった。

保存用紙・容器に求められる条件は、劣化要因から資料をまもるだ
けでなく、素材自体が資料を傷めないことである。

■強制劣化試験

紙の寿命を調べる方法

(a)チューブ法　(ISO	5630-5)
束にした試験片をガラスチューブに入れ、蓋をして完全密閉し、
これを100℃のオーブンに5日間入れておく方法。

(b)挿入法
特種東海製紙が開発した試験方法。
pHの異なる紙で製本した束の中に試験片を挟み込み、80℃
80％ＲＨの環境に一定期間入れておく方法。

ピュアマット 他社製品 他社製品

劣化前

本文用紙
pH 5.6

本文用紙
pH 7.0

本文用紙
pH 9.3

挿入法による試験結果

変色の原因となるリグニンを含まず、セル
ロース含有率が高いパルプ。古紙パルプな
どは不純物の混入が避けられないので不可。

化学パルプ

酸性紙の原因となる硫酸アルミニウムを含
まないこと。中性のサイズ剤を使う。

アシッドフリー

保管環境や紙の内部（セルロース）から生じる
酸の中和剤として炭酸カルシウムなどの填料を
加えること。ｐＨは中性～弱アルカリ（7～9）
を示す。
アルカリに弱い資料を保護する場合は、ノン
バッファー（アルカリを含めない）紙を使うこと。

アルカリ残留
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化学パルプ

主原料は晒クラフトパルプ（ＢＫＰ）で、
砕木パルプ（ＧＰ）や未晒パルプ（ＵＰ）、
古紙などは使用していない。ピュアマット
にはコットンパルプを50％使用。パルプ
の主要原産国は、北米（カナダ・米国）、
日本など。
リグニン含有率を示すカッパー価は5以
下である。（ＩＳＯ9706）

硫酸アルミニウム

にじみ留め剤の定着に硫酸アルムニウム
を使わず、中性サイズ剤を使っている。用
途に応じて炭酸カルシウムを添加し、弱ア
ルカリにしている。

PAT 試験

Photographic	Activity	Test の 略。写
真活性度試験と訳す。
写真資料は最も脆弱な資料の一つ。写真
プリントやフィルムの包装材料はＰＡＴ試
験をパスしていなければならない。(ISO	
18916)
写真資料に対して安全であれば、他の資
料にも問題ないといわれている。
包材の資料への長期的な影響を調べる試
験はほかに確立されたものがないため、写
真以外の資料の採用条件になっている。

陰イオン分析

水溶液中の各種イオン成分を分析する装置
「イオンクロマトグラフ」を使って調べた。

ブラックライト照射試験

蛍光物質は、太陽光では見えないが、ブ
ラックライト（紫外線）を当てると青白く光っ
て見える。蛍光物質は、紙の白さを出す
ために良く使われているが、光による退色
が著しいため、長期保存用には向かない。

防カビ対策

写真は、紙に繁殖しやすい 4種混合菌を
貼付法による2週間培養試験の結果。
ピュアマット、ＡＦハードボードは防カビ処
理済みである。
4種混合菌とは：
Aspergillus	niger,Penicillum	citrinum,
Cladosporium	cladosporiodes,
Altanaria	sp.

耐光性試験

写真は、アークカーボンを光源に使い 3
日間連続照射した試験結果。

●化学パルプを使用。　
●硫酸アルミニウムを使わない。
●ＰＡＴ試験に合格している。

陰イオン分析　￼ 　￼ 

保護紙は陰イオンを含まな
い（ピュアマットの例）。

紙表面の拡大写真

純度の高いパルプに炭酸カルシウ
ムで、アルカリバッファしている。

ブラックライト照射試験

保護紙は蛍光物質を含まない。
他社（右）の紙は蛍光反応が出て
いる。

防カビ対策済み

左：カビを寄せ付けない（ピュア
マットの例）。

右：カビが発生している（一般の
ボード紙）。

耐光性試験                

左：ピュアマット
中・右：他社製品

3 つの特徴

保護紙 (Conservation Papers)
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6 つの効果

保存容器

①版画をフォルダーにはさめば、手を触
れずに作品を取り扱える。

②外気が大きく変化しても、保存箱の中
は直接の影響を受けにくい。

③ 2冊の雑誌「国華」（1899 年）。左が
保存箱に入っていたもの。右が入ってい
なかったもの。左の雑誌は状態が良好だ
が、右の雑誌は変色や虫損などがみられ
る。同じ巻号でも大きな差が出ている。

⑤ 1995 年に発生した阪神淡路大地震
では、保存箱に収納された自治体の文書
が助かったという例が報告されている。

さまざまな保存対策があるが、保存容器への収納は、すぐにでも採
用できる手段である。書庫などの大環境の制御がむずかしい場合で
も、人工的に小環境を作り外部劣化要因から資料をまもることがで
きる。小環境の改善は、他の対策と比べ安価でもある。

①	移動の際に、資料に直接触れなくて済む。

②	急激な温湿度の変化を和らげる。

③	光や水分、ホコリ、汚染ガスなどからまもる。

④	カビや虫、小動物からまもる。
⑤	衝撃からまもる。
⑥	資料を散逸からまもる。
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素　材

紙資料を酸性環境からまもるとともに、
資料や作品にも悪影響を与えぬよう、中
性から弱アルカリ性にしている。
資料に直接触れる可能性の高い保護紙
は、より中性（ｐＨ 7.0）に近く、保存
箱などのように外側に使う素材は、空気
中の酸からまもるために、弱アルカリに
している。

強　度

資料に触れる間紙や包装紙は、薄く・柔
らかく、箱の素材は、重ねても潰れぬよ
う、厚く強度を持たせた。

写真のもんじょ箱は、一般段ボール紙の
2倍以上の強度を持つアーカイバルボー
ドを使用。もんじょ箱大型は、13 段の
積み重ねが可能、もんじょ箱新聞用は、
21段の積み重ねができる。

使いやすさ　　　　　　　　　　　　　

組立式保存箱は、接着剤や留め具を使
わずに、誰にでも組み立てられるよう
にした。

写真のキットボックス（左）とストレッ
ジボックス（右）は、組立式のため、必
要な数だけ組み立てて使える。

保存箱やフォルダーなどの容器の国際規
格は ISO16245 に規定されている。

参考資料：

ISO16245	 :	2009	 Information	and	documentation	 –	Boxes,	 file	 covers	and	other	enclosures,	made	 from	
cellulosic	materials,	for	storage	of	paper	and	parchment	documents

3 つの特徴

ＡＦシリーズのいろいろ

もんじょ箱

組立式保存箱

保存用品

保護保存用紙の条件を備えている。

資料を保護するための強度を備えている。

取扱いが楽である。

素　￼材

強　￼度

使いやすさ
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脱酸　　　　　　　　　　　　　　　　

少量脱酸＝水性・非水性薬品により一枚
ずつの紙資料を中和ないしアルカリを残
留させること。

大量脱酸＝水性・非水性薬品による紙資
料の中和とアルカリの残留。数十冊以上
の本や文書類をまとめて処理できる。

環境改善

IPM ＝ Integrated	Pest	Management
（総合的有害生物管理）は、虫やカビな
どの調査をし、適切な予防対策をするこ
と。従来の燻蒸だけに頼らない有害生物
対策。
このほかにも温湿度や紫外線、汚染ガス
のチェックによる環境改善なども含まれ
る。

媒体変換

マイクロフィルムは、適切な保存環境に
収納すれば、数百年の寿命があるといわ
れている。
デジタルデータは、ソフトウェアやハー
ドウェアなどの進展にともなって、デー
タの移し替えなどを頻繁に行わなければ
ならず、原物保存の 10 ～ 20 倍の維持
コストがかかるといわれている。
媒体変換を行うことで、原物資料にアク
セスしないで済むので、結果的に資料の
寿命が延びる。

修復

ドライクリーニング＝水や薬品を使わ
ず、紙の表面をクリーニングする方法。
刷毛や専用の粉消しゴムなどを使う。
リーフキャスティング＝虫食いなどによ
る紙の欠損部に紙漉きの原理を応用し
て、繊維を埋め込む技法。

さまざまな保存対策

紙資料の保存対策は？

水洗・ドライクリーニング・カビ・虫害処理・
修補・紙力強化・裏打ち・リーフキャスティ
ングなど。

修　￼復

マイクロフィルム撮影・デジタル化、コピー
など。媒体変換

空調や空気清浄機の設置、IPMの導入など。環境改善

間紙・封筒・フォルダー・保存箱などによる
小環境の改善。保存容器

少量脱酸と大量脱酸。

大量脱酸プラントの例：左はブックキーパー法、右は DAE 法。

脱　￼酸
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参考文献：

・ISO	9706	Information	and	Documentation	-	Paper	for	Documents	-	Requirements	for	Permanence
・ANSI	Z39.48-1984		Permanence	of	Paper	for	Publications	and	Documents	in	Libraries
・鈴木英治　『紙の劣化と資料保存　シリーズ本を残す 4』　（1993）

酸性紙の劣化　　　　　　　　　　　　

硫酸アルミニウムは、長い間に、紙に含
まれる水分と反応して、硫酸を生成し、
紙を内部から崩壊させる。酸加水分解と
いう。硫酸には強い脱水作用があり、紙
からの水分の放出により、時間の経過と
ともに繊維が堅く脆くなっていく。

酸性紙の置かれている環境で、相対湿度
の変化が繰り返されると、紙の水分は
徐々に失われ、最終的にはボロボロに
なってしまう。

ほかにも、大気汚染ガスによる紙の酸性
化がある。強い酸性物質と接することに
よって、酸が移行し劣化が進行すること
もある。これをマイグレーションという。

ウィリアム・Ｊ・バロー

1957 年、米国の修復家ウィリアム・Ｊ・
バローは、1900 年代の本の酸性度と劣
化状態を綿密に調査し、酸性紙問題を訴
えた。
バローは、良質の化学パルプを原料に中
性のサイズ剤を使い、填料に炭酸カルシ
ウムを加えた中性紙を世界で初めて開発
した。この紙を「パーマライフ」と名付
けた。

蔵書の劣化調査　　　　　　　　　　

日本では、1980 年代から国立国会図書
館をはじめ早稲田大学や慶応大学などが
蔵書の劣化調査を実施した。蔵書の数％
が酸性劣化していることがわかり、製紙、
印刷、出版界で大きな問題になった。
図書館をはじめ美術館、博物館、公文書
館などで資料保存の対策がはじまった。

■紙に含まれる酸が、時間の経過で紙を劣化させる現象。

19世紀半ばに近代製紙技術が確立し、洋紙の大量生産が始まった。
洋紙の製造に使われた硫酸アルミニウムが原因物質で、半世紀もた
たないうちに紙の劣化がはじまり、社会問題になった。
紙は、サイジングというインキのにじみ留めが必要だが、にじみ留
め剤の「ロジン（松ヤニ）」の定着に硫酸アルミニウムが使われてき
たのである。

	
酸性紙でボロボロになった書籍本文

■酸性紙問題と欧米・日本の対応

欧米で、紙の劣化が本格的に問題になったのは、ウィリアム・Ｊ・バロー
の訴えからである。バローの研究をもとに、資料保存のための中性
紙の規格が1984年に米国で制定された。（ANSI	Z39.48-1984）
以後、大量脱酸や修復、保存箱の導入、保存環境の整備など資料保
存のさまざまな対策がとられた。

日本では、1982年に金谷博雄が『本を残す』-用紙の酸性紙問題資
料集 -を刊行したのがきっかけである。
1983年、国立国会図書館に「資料保存対策班」が設置され、蔵書
の劣化調査が始まった。
調査を契機に、日本での書籍の本文用紙の中性紙化は急速にすすみ、
2008年の調査では、新刊図書の95％以上が中性紙化されているこ
とがわかった。

酸性紙問題とは？

酸性紙問題と欧米、日本の対応
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参考文献：

木部　徹　「なにを選び、どう適用するか」
　http://www.hozon.co.jp/report/kibe/kibe-no001-sentaku_tekiyou.html

段階的な保存措置

大量の資料の保存を考えるとき、手当た
りしだいに手をつけるのではなく、全体
像をつかむことからはじめなければなら
ない。
　　　　　　　　　　　　
計画性のない保存対策は長続きしない。
保存には手間や人手、予算が掛かる。
本当に必要な手立て（保存ニーズ）を明
らかにし、保存対策を実行する。
　　　　　　　　　　
「保存環境を整える」「代替品に取り替え
る」「媒体変換をする」「修復する」など
の技術に加え、場合によっては、廃棄す
るという選択肢もある。

■資料保存の実行プロセス

段階的な保存措置

所蔵資料を整理・調査し、優先的に処置する資料を選び、保存計画
を立て実行に移す。

　□	資料群

　　　▼
　□	全体的な調査（ランダムサンプリング）

　　　▼
　□	データ化・保存ニーズの分析

　　　▼
　□	保存方針の策定（優先順位の決定）

　　　▼
　□	保存計画の具体化

　　　▼
　□	保存処理の実行

　　　▼
　□	事業の検証

資料保存の実践
資料保存を何から始めるか -1（図書や公文書を中心に）
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参考文献：

木部　徹　『なにを選び、どう適用するか』　　http://www.hozon.co.jp/report/kibe/kibe-no001-sentaku_tekiyou.html
文書館用語集研究会編　『文書館用語集』　　大阪大学出版会　（1997）

保存ニーズの捉え方

原物保存の
必要性を把
握する。

1. 必ず原物として残す。

2. できるなら原物として
残す。

3. 代替物でも良い。

4. 一時的に利用し、後
は廃棄。

モノとしての
状態を調査
する。

1. かなりの傷みで、利
用によって劣化が進
行。

2. 多少の傷みはある
が、利用には差し支
えない。

3. 利用には問題ない。

利用頻度を
把握する。

1. かなり頻繁に利用。	

2. たまに利用。

3. 稀に利用。

段階的な保存措置

Phased	preservation	program
大量の資料群全体の保存を考えるにあ
たって、まず全体的な調査をした上で、
資料の状態をデータ化、処置の優先順位
を決定し、保存プログラムによって段階
的に保存処置を施していく方法。
1966 年のイタリア、アルノ川の氾濫に
よるフィレンツェの図書館や文書館の膨
大な被災資料の救出活動のなかで生ま
れ、その後アメリカ議会図書館によりシ
ステム化されていった。

■保存方針の策定

「なにを」保存するのか？ 

図書館や公文書館、博物館などには膨大な資料が保存されている。
資料保存の始まりは、保存対策の優先順位をつけることである。

段階的な保存措置
3つの視点から資料をレベル分けする。下図の円の交わった部分を
保存対策で最優先するのである。

原物保存
の必要性
原物保存
の必要性

利用頻度利用頻度モノの状態モノの状態

資料保存を何から始めるか -2（紙資料群を中心に）

資料保存の実践
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参考文献 : 

『IFLA図書館資料の予防的保存対策の原則』エドワード・P. アドコック編集	国立国会図書館訳 (2003.7)

予防的保存

Preventive	conservation
環境保全計画ともいう。東京国立博物館
では、作品が傷んだら、その都度修理・
修復をしていたが、今世紀に入って予防
的保存に取り組みはじめた。
その結果、修復費用が大幅に軽減された。

脱酸処理

Deacidification
劣化がかなり進んでしまった資料を元に
戻すことはできない。将来、劣化が予測
される資料に適用する技術。

修復の位置づけ

予防的保存を実行した上で適用する技術	
が修復処置である。寿命を永く持たせた
い資料で、利用や展示に差支えがある、
劣化が進行中である、他の資料にも影響
を与える、などの症状を抱えたコレク
ションに適用する。

■予防的保存とは

「どのように」保存するのか？

資料が傷んでから治すのではなく、傷みが進行しないように予防処
置を施すこと。

保存環境の整備

・防災、セキュリティ整備
・温湿度の管理
・大気汚染の遮断
・カビの防止
・虫害などの防止

資料の取り扱い
・資料整理の際の書き込み
・利用者への注意喚起
・コピー時の配慮

保護保存用品の活用

・資料の種類、形態に応じて保護紙、
用品を選ぶ

・劣化の状態に応じて、分けて収納
する

保存展示

・安全な展示ケースや備品
・温湿度・光・紫外線・大気汚染物
質の制御

・作品のセキュリティ

脱酸処理 ・劣化の予測される資料に適用する

製本
・薄い資料の補強や合本
・コピー制限

どのような保存対策があるか -1

資料保存の実践
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参考文献 :

	『アーカイブ事典』	小川千代子・高橋実・大西愛	編著	大阪大学出版会 (2003)

保存修復の四原則

①非破壊的である。	 	
その技術が対象物を壊さないこと。

②資料に対して安全である。
③可逆的である。		
あとからでも対象物を元にもどせる
こと。

④記録化		
修復過程や、使用した材料を記録する。

■複製・修復

「どのように」保存するのか ?

予防的保存では対応できない資料に複製や修復という保存技術を適
用する。

簡易補修
・品質の安全性が確認された用紙、
接着剤、材料を用いて補修する。

媒体変換

・電子式複写 (コピー )
・マイクロフィルム撮影
・デジタル化
　など

修復処置
・修復する資料を吟味する。
・文化財への保存修復技術適用の四
原則に基づいた技術で修復する。

どのような保存対策があるか -2

資料保存の実践
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参考文献 : 

『IFLA図書館資料の予防的保存対策の原則』エドワード・P. アドコック編集	国立国会図書館訳 (2003.7)

その他の図書・資料

保存箱やフォルダーに収納する際は、「詰	
めすぎない」「箱にちょうど埋まるよう
にする」「大きさごとに並べる」「傷んだ
ものは隔離する」「革製本と紙・クロス
製のものは別にする」など。

立体的な工芸品

行燈 ( あんどん ) や人形などを薄葉紙や
綿布団で包む。

一枚もの資料

大きさや重さの違う資料、質の悪い紙
(酸性紙や変色した紙 )は別置する。

大きな一枚もの資料

一つのフォルダーに複数の資料を入れる	
場合は、間に薄葉紙を挟むことが望まし	
い。引き出しに入りきらない大きな資料
は、特注の保存箱や丸筒に収納する。

新聞紙

原物として残す必要がある場合は、脱酸
処理をしてから、ポリエステルフィルム
に挟む、フォルダーや保存箱に収納する、
など。

パンフレットフォルダー

厚紙による表紙を装備したフォルダー。
自立できない薄い冊子などに有効。

■資料の形態によって保存方法を選ぶ

「どのように」保存するのか ?

資料の「こすれ」や荷重による変形・破損がないように収納する。
質の悪い資料は隔離する、など。

貴重書
板紙とクロスで資料に合わせた保存
箱を作成する。

その他の図書・資料
保護紙でできた保存箱やフォルダー
に収納。

立体的な工芸品
光や埃から遮断するために、薄葉紙
など柔軟な保護紙で包装する。

一枚もの資料
大きさや種類が同じものを一緒に封
筒・フォルダー・保存箱などに入れる。

大きな一枚もの資料
図面用の引き出しに保管。フォルダー
に個別に挟む。

新聞紙 マイクロ化・デジタル化が望ましい。

雑誌・パンフレット

大きさ・厚みを揃え、封筒・フォル
ダー・保存箱などに入れる。大きさ
の異なる資料は、封筒に入れてから
保存箱に収納する。薄くて自立でき
ない資料は、パンフレットフォルダー
を作成。

どのような保存対策があるか -3

資料保存の実践
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参考文献 : 

『IFLA図書館資料の予防的保存対策の原則』エドワード・P. アドコック編集	国立国会図書館訳 (2003.7)

写真の保存

写真の保存にふさわしい包材は、PAT
試 験 (Photographic	Activity	Test) に
適合したものである。
写真は環境の影響を最も受けやすい脆弱
な資料といわれている。特に注意する点
は、高い温湿度、汚染ガス、光である。
保存環境の改善のためには、封筒や保存
箱、ファイルなど品質の確かめられた保
存用包材を採用することである。

写真保存の注意点

塩化ビニールや酸性紙などで作られた容
器は使わない。
支持体が TAC( セルロース・トリアセ
テート ) フィルムの場合は、自ら発生す
る酢酸の影響を少なくするために、低温
保存にする、密閉状態にしない、などの
対策が必要。
ガラス原板は低温保存に留意し、重ねて
保存しないこと。
カラー写真は白黒写真より劣化しやすい
ので、低温保存を心掛け、アルカリの強
い容器は使用しない。
アルバムに貼られたプリントは無理に剥
がさない。ページの間に、ノンバッファー
紙を挟み水平に保存する。

■資料の適性によって保存方法を選ぶ

「どのように」保存するのか ?

アルカリに弱い資料の保存方法
資料保存に利用する中性紙は、pH7.0前後～10.0までの中性から
弱アルカリまでのものがある。アルカリ寄りの中性紙は、炭酸カル
シウムなどのアルカリ物質を添加している。
写真類、テキスタイル (染織品 )などはアルカリに対して敏感なため、
より中性 (pH7.0)に近い包装材料を用いる。アルカリを含めない中
性紙をノンバッファー紙と呼んでいる。
民族資料にはさまざまな物質が複合されていることがある。判断が
つかず疑わしい場合はアルカリなしの包材をすすめる。

紙ベース資料 青焼・ジアゾコピーなど

写真資料
ダゲレオタイプ・ガラス写真・鶏卵
紙・カラー写真・マイクロフィルム
など

テキスタイル
シルク製品・ウール製品・染織品
など

考古・民族・自然科学資料
骨・皮革・昆虫標本など動物由来の
資料でたんぱく質を含むもの

どのような保存対策があるか -4

資料保存の実践
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作品の収納

ブックマットにした作品を保存箱に収納。

額縁の部材

フレーム :	 	
枠、木製やアルミ製などがある。

ガラス :	 	
一般のガラスやアクリルガラスがあ
る。低反射ガラスや紫外線カットガラ
スなどがある。

ブックマット :	 	
ミュージアム仕様の中性紙材料を使う。

リネンテープ :	 	
麻布をベースにした中性粘着テープ。

ヒンジ :	 	
薄い楮紙など和紙を使うのが最も良い。

バリアーペーパー :	 	
バックボードから出る強い酸性物質を
中和する。アルカリの高い紙が推奨さ
れている。

バックボード :	 	
合板やMDF(中密度繊維板)などが主。

■資料の種類によって保存方法を選ぶ

保存額装とは ?

版画や水彩画、デッサンなど紙をベースにした作品は、光や湿気、
不注意な取扱いなどで劣化する。
保存額装 (Conservation	Framing)とは物理的にも化学的にも永く
安定した環境で作品を保管する額装方法。額縁を構成する諸材料が
外部からの劣化要因から作品をまもると同時に、作品に悪影響を与
えないよう、安全な材料を選択しなければならない。

・・・保存額装 3 つのポイント・・・

①	安全な材料を選ぶ	 	
額装に使う材料は、作品を保護するとともに作品に対して安全な
ものを使わねばならない。特に、ヒンジやマット紙など作品に直
接触れる材料は最も注意が必要。マット紙の場合は、リグニンな
どの不純物を含まない中性紙をすすめている。

②	ブックマットにする
中性テープを蝶番に使ったブックマット(下図 )は作品に直接触
れることなく安全に取り扱える。展示終了後は、額縁から作品を
取り外して、保存箱に重ねて収納できる。省スペースと保存の両
立が可能になる。(右図 )

③	保存環境を整える
保存額装とは、作品にとって安全な小環境を作り出すこと。しかし、
保存環境が劣悪では意味がなくなる。特に、光 (日光や照明から
発生する紫外線 )や温湿度の管理は重要。チリ、ホコリや害虫な
どにも気を配る必要がある。

　　ブックマットの構造

どのような保存対策があるか -5

資料保存の実践
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フィルムエンキャプシュレーションの注意点

資料が密封状態になるので、酸性劣化し
た資料は事前に脱酸の必要がある。酸性
紙を閉じ込めると、劣化が促進されるお
それがある。片面にだけ情報がある資料
には、裏面にアルカリバッファーされた
中性紙を挟むことで劣化を抑制できる。

フィルムフォルダーの注意点

エンキャプシュレーションやフォルダー
に使うフィルム素材は、資料に悪影響を
与えないものを採用する。
ポリエステル (PET)、ポリプロピレン
(PP)、ポリエチレン (PE) の三種類が推
奨されている。帯電防止などの表面処理
されていない純粋で透明度の高い製品を
選ぶことが重要。湿度の高い環境では結
露の危険性があるので、保存環境に注意
を払うこと。
デッサンやパステル画などの作品は、静
電気で表面の描画材の脱落危険性がある
ので、フィルムを使ってはいけない。

■資料の種類によって保存方法を選ぶ

さまざまな資料の保存は ?

①	フィルムエンキャプシュレーション
通常は、2枚の透明ポリエステル (PET)フィルムに資料を挟む。
周辺部は中性の両面テープでシールし両面から中の資料を見るこ
とができる。
新聞のような両面印刷された資料にふさわしい技術である。エン
キャプシュレーションにすることで、脆弱な資料も取扱いが楽に
なる。
フィルムをはがせば、元の状態に戻すことが可能。

②	フィルムフォルダー
地図のような折りたたまれた資料の保存は、L字型の透明フォル
ダーが利用できる。
パンチで穴を開ければバインダーに綴じることができる。

ラベル

両面テープ

新聞紙

ポリエステル透明シート

どのような保存対策があるか -6

資料保存の実践
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ブックシューの注意点

重たい本は、本文の下側 (「地」という )
を支えるため、中性紙ボードの「中敷き」
(Sockliner) を取り付ける。傷みやすい
本には、ブックシューの側面に注意書き
ラベルを貼付する。
表紙が壊れやすいので、中性紙ボードで
「本の靴」(文字通りブックシュー )を作
り保護する。

ポケットフォルダーの注意点

フォルダーは中性紙ボードで作る。中性
紙の封筒は、中性の両面テープで取り付
けると作業が楽である。封筒の片側は
カットする。

■資料の種類によって保存方法を選ぶ

さまざまな資料の保存は ?

③	ブックシュー (book	shoe)
辞書や事典のような重くて厚い本を支えるケース。

④	ポケットフォルダー (pocket	folder)
薄くて自立できない文書は、ポケットフォルダーを自作するとよ
い。フォルダーと封筒で作る。

ラベル 中敷き

ブックシュー

ポケットフォルダー

文 書

どのような保存対策があるか -7

資料保存の実践
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ネガフィルムの注意点

湿度環境が整っていない場合は、フィル
ム製のフォルダーは結露の危険性がある
ので使わない。
TAC(トリアセテート )ベースのネガも、
酢酸がこもってしまうので、紙製の封筒
に入れる。
TACベースのマイクロフィルムは長年
使われてきたが、保存環境によって、酢
酸の発生と自己崩壊現象にみまわれる
(ビネガーシンドロームという )。
劣化が急速に進行する「臨界点」は30
年 *とも言われている。金属缶などの密閉
容器に入っている場合は、すみやかに中
性紙製の箱に入れ替えなければならない。

大量のネガの整理

35mmネガが大量にある場合は、二つ
折りの中性紙フォルダーを作り、保存箱
に収納すると良い。フォルダーに資料
データを書き入れて管理する。

写真整理のポイント

デジタル化などによる活用を計画してい
る場合は、スキャンなどの作業と同時に、
安全な容器に収納していくのが良い。
原物資料へアクセスの可能性がある場合
は、資料の形態やサイズごとに分けて収
納すると、あとで探しにくくなる。コレ
クションをカテゴリーや年次ごとに分類
して保存するのがベターである。

実際的な写真保存の例

PAT（写真活性度試験）合格製品、中性
紙や不活性なプラスチック製品など、安
全な保存容器に収納する。
写真資料からガスが発生する場合がある
ので、気密性の高い容器には入れない。
喫煙所、複写機、新しい家具のそばは避
ける。できるだけ高温を避け、少なくと
も相対湿度 60％以下で温湿度変化の少
ない冷暗所に保存する。湿気から写真資
料をまもるため、床上 40cm 以上のと
ころに保存する。

参考文献 : 

東洋文化研究所マイクロフィルム状態調査	https://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~library/kouenkai/report/3_tasaki.pdf

■資料の種類によって保存方法を選ぶ

さまざまな資料の保存は ?

⑤	写真資料の整理と保存
	•	ネガフィルムは中性紙封筒に収納するか、フィルム製の専用フォ
ルダーを利用する。

　　封筒 ネガフォルダー

　　マイクロフィルムの中性紙箱

	•	写真プリントはノンバッファーの封筒かファイルを利用する。

　　封筒 プリントファイルとバインダー

	•	ガラス写真は、ノンバッファーのフォルダーと専用の保存箱を利
用して縦にして保存する。衝撃や振動に弱いので、丈夫な中性紙
箱を用意する。

どのような保存対策があるか -8

資料保存の実践
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主な規格と用途

保護紙の種類

品　￼名 規　￼格 寸法（ｍｍ） 包装単位 特徴と用途例

ピュアSIL ティッシュ 14	g/㎡
1100 × 800
1100 × 400 ｍ

1000 枚
400 ｍ

「薄く・強く・柔らかい」薄葉紙。工芸品な
どの立体物は数枚を重ねて包む。紙縒り（こ
より）にして作品を縛ることにも使える。

ピュアガード
　　45ホワイト

45	g/㎡
1100 × 800
1100 × 30ｍ

200 枚
30ｍ 酸もアルカリも含めない中性紙。アルカリに

弱い写真類、テキスタイル（シルク、ウール、
染織品）などの保護に使用する。45と 70は
間紙や二つ折フォルダー用。120は写真封筒
用にクリーム色とした。

ピュアガード
　　70ホワイト

70	g/㎡ 1100 × 800 200 枚

ピュアガード
　　120クリーム

120	g/㎡ 1100 × 800 100 枚

AFプロテクト 90	g/㎡ 1100 × 820 100 枚

強い酸性物質からまもるためのバリアーペー
パー。額縁の裏板の合板が原因で発生する酸
性物質から作品をまもるため、pHをアルカ
リ寄りにした用紙。

AFプロテクトH
104.7	g/㎡
209.4	g/㎡

1100 × 800
200 枚
100 枚

封筒や保存箱のクルミ貼り用紙。

ピュアマット
・ホワイト
・オフホワイト
・アンティークホワイト
・クリーム

薄	口
(0.85	mm)

1100 × 825
1100 × 1600

20 枚
20枚

額装用のマットボード。コットンを 50％入
れぬくもりや柔らかさを出した。弾力性があ
り、ほどよい削刀性がある。

厚	口
(1.7	mm)

1100 × 825
1100 × 1600

10 枚
10枚

特厚口
(2.5	mm)

1100 × 825
1100 × 1600

10 枚
5枚

0.45	mm 1100 × 50	m 50 ｍ

AFハードボード
0.45ｍｍ
0.63ｍｍ
0.9ｍｍ

1100 × 800
1100 × 800
1100 × 800

50 枚
25枚
25枚

汚れを目立たなくするため、色をニュートラ
ルグレーにした堅いボード。保存箱やタトウ、
帙（ちつ）に。

アーカイバルボード 3mm
		940 × 1100
1200 × 1200
1300 × 850

10 枚
10枚
10枚

汚れ防止や箱にした場合、たくさん並んでも視
覚的に威圧感のないニュートラルグレー色の段
ボールにした。強度が一般段ボールの 2～ 3
倍あり、大型の箱に使える。
アーカイバルボードTMは小さな保存箱に、W
は額縁の裏側のパネルなどにご利用いただけ
る。

アーカイバルボードTM 1.9mm 1100 × 800 25 枚

アーカイバルボードW 8mm
1200 × 900
1200 × 1800

10 枚
5枚

規格や寸法は予告なく変わる場合がある。最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧いただきたい。
株式会社TTトレーディング　URL		http://www.tokushu-papertrade.jp/
保護紙（Conservation	Papers）は特種東海製紙株式会社の製造。
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品　￼名 規　￼格 寸法（ｍｍ） 包装単位 特徴と用途例

AFエンベロープ
一般資料用

長形 1号
長形 2号
角形 0号
角形 1号
角形 2号
角形 3号
角形 6号

142× 332
119 × 277
287 × 382
270 × 382
240 × 332
216 × 277
162 × 229

50 枚
50枚
50枚
50枚
50枚
50枚
50枚

一枚物資料や文書類の保存に 7
種類のサイズを用意。封筒の貼
り方は「隅貼り」で防塵用のフ
ラップつき。

AFエンベロープ
古文書用

長形 1号
長形 2号
角形 2号
角形 3号
細　長
横長大

142× 332
119 × 277
240 × 332
216 × 277
143 × 465
245 × 467

50 枚
50枚
50枚
50枚
50枚
50枚

薄くデリケートな和紙資料用と
して、出し入れに便利な「フラッ
プなし」、大きな資料用として
細長と横長大を用意した。

AFエンベロープ
写真用

4× 5"
5 × 7"
8 × 10"

135 × 110
135 × 190
270 × 215

50 枚
50枚
50枚

代表的なサイズ 3種類を用意。
封筒の貼り方は「隅貼り」「外
カマス貼り」とした。ノンバッ
ファー紙を使っている。

AFエンベロープ
A3用

A3 310 × 435 50 枚
A3 サイズ (297 × 420mm) の
資料を収納可能な大型の封筒。

AFエンベロープ
マチつき

角２
角３

240× 332 × 35
216 × 277 × 30

50 枚
まとまった量の資料や、厚みの
ある書籍の収納に対応した底と
側面にマチのある封筒。

もんじょ箱
（組立式）

大　型
内径 470× 350 × 250
外径 520× 385 × 260

10 個
古文書などの大型資料用の保存
箱。

新聞用
内径 600× 450 × 100
外径 635× 485 × 110

10 個
新聞や絵画、工芸品を収納する
保存箱。

STORAGE	BOX
（組立式）

8× 10× 2"
10 × 12× 2"
11 × 14× 2"
14 × 18× 2"
16 × 20× 2"
20 × 24× 2"
24 × 30× 2"
26 × 32× 2"

内径 216× 267 × 50
内径 270× 327 × 50
内径 289× 366 × 50
内径 366× 467 × 50
内径 416× 518 × 50
内径 515× 617 × 50
内径 617× 769 × 50
内径 667× 820 × 50

20 個
20個
20個
10個
10個
10個
10個
10個

写真など一枚物の作品の保存
箱。写真のインチサイズに寸法
を合わせた。

KIT	BOX
（組立式）

A3
A4
B4
B5

内径 460× 337 × 50
内径 337× 250 × 50
内径 404× 297 × 50
内径 297× 222 × 50

10 個
10個
10個
10個

文書類を保存するためのエコノ
ミータイプの保存箱。

AF	BOX
（貼り箱）

A3
A4

内径 460× 337 × 50
内径 337× 250 × 50

1 個
1個

貴重書や絵画などの保存箱。

AFフォルダー
A3
A4

307 × 440
230 × 307

1 冊
1冊

版画や水彩画などの一枚物の保
存用フォルダー。

規格や寸法は予告なく変わる場合がある。最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧いただきたい。
株式会社TTトレーディング　URL		http://www.tokushu-papertrade.jp/
ＡＦシリーズは保護紙（Conservation	Papers 特種東海製紙株式会社の製造）をベースにしています。

AF シリーズの規格と用途

保存用品の種類

カマス貼り
フラップ付

隅貼り
フラップ付

隅貼り
フラップ無

カマス貼り
フラップ付

隅貼り
フラップ付

隅貼り
フラップ無

カマス貼り
フラップ付

隅貼り
フラップ付

隅貼り
フラップ無
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STORAGE BOX ピュアマット

AF フォルダー

もんじょ箱KIT BOX

ピュアガード 70 ホワイト
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ピュア SIL ティッシュ

厚さ 寸法 (mm) 包装単位

14g/m²
1100 × 800 1000	枚

1100 × 400m 400m

■ピュア SIL ティッシュ

薄く、強く、柔らかい薄葉紙

漆器を始めとする表面のデリケートな工芸品や立体的な作品などの
包装紙。繊維の流れに方向性があり、縦方向の引っ張りに強い紙。
14g/m²と薄いので、資料の大きさや重さに合わせて数枚重ねて使う。
保存箱の中で資料が動かないように、詰め物としての利用も可能。
タテに細く裂いたピュアSILティッシュは縒り紐(よりひも)になる。

煙草入れを包む

保護紙
保護紙の効果的な使い方
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■ピュアガード

酸もアルカリも含めない中性紙

ノンバッファー紙、アンバッファー紙などと呼ぶ。アルカリ物質に弱
いとされる写真類、テキスタイル (シルク、ウール、染織品 )などの
保護に使用する。紙資料の内でも、アルカリに弱い描画材料を使っ
ている作品の間紙にはピュアガードをすすめている。

ピュアガード 45 ホワイト

間紙として写真や作品の間に一枚入れ、画面の保護に。

ピュアガード 70 ホワイト

大型作品の間紙や二つ折りフォルダーなどに。

ピュアガード 120 クリーム

写真を入れる封筒用。取扱いの際の汚れを目立たなくするために、
クリーム色とした。

保護紙の効果的な使い方

保護紙

ピュアガード

品名 寸法 (mm) 包装単位

ピュアガード	
45	ホワイト	
(45g/m²)

1100×800
1100×30m

200	枚
30m

ピュアガード	
70	ホワイト	
(70g/m²)

1100×800 200	枚

ピュアガード	
120	クリーム	
(120g/m²)

1100×800 100	枚
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AF プロテクト

厚さ 寸法 (mm) 包装単位

90g/m² 1100 × 820 100	枚

AF プロテクト H

厚さ 寸法 (mm) 包装単位

104.7g/m² 1100 × 800 200	枚

209.4g/m² 1100 × 800 100	枚

■ AF プロテクト

強い酸性物質からまもるためのバリアーペーパー

額縁の裏板の合板が原因で発生する酸性物質から作品をまもるため、
pHをアルカリ寄りにした紙。

下図のような使い方をおすすめしている。額縁は作品の展示と保護
の二つの目的を兼ねていなければならない。作品をまもるための最
小の容器とも呼ばれている。調湿紙と組み合わせるとさらに効果的
である。

■ AF プロテクト H

封筒や保存箱のクルミ貼りなどに使う用紙

コンサベーション フレーミングの例

AFプロテクトH　209.4g/㎡使用

AFプロテクトH　104.7g/㎡使用

保護紙
保護紙の効果的な使い方
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ピュアマット

色は、4色 ( ホワイト、オフホワイト、
アンティークホワイト、クリーム )

厚 さは 4 種、薄口 (0.85mm)、 厚 口
(1.7mm)、特厚口 (2.5mm)、0.45mm

厚さ 寸法 (mm) 包装単位

薄	口
1100 × 825									
1100 × 1600

20	枚
20	枚

厚	口
1100 × 825
1100 × 1600

10	枚
10	枚

特厚口
1100 × 825
1100 × 1600

10	枚
		5 枚

0.45mm 1100 × 50m 50m

■ピュアマット

作品をまもる額装用マットボード

額装用マットボードやタトウ(フォルダー )、保存箱の芯材に。	コッ
トンパルプを	50%以上使用しているため、ぬくもりや柔らかさ、弾
力が生まれ、ほど良い削刀性を実現。	
光による変色が少なく、長期間、酸やアルカリに耐えることができる。	

微妙な色合いで 4 色揃えた。

ブックマット装の例

保護紙の効果的な使い方

保護紙
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AF ハードボード

厚さ 寸法 (mm) 包装単位

0.45mm 1100 × 800 50	枚

0.63mm 1100 × 800 25	枚

0.9mm 1100 × 800 25	枚

アーカイバルボード

品名
寸法 (mm)
A×B

包装
単位

アーカイバル
ボード

		940 × 1100
1200 × 1200
1300 × 850

10	枚

アーカイバル
ボードTM

1100 × 800 25	枚

アーカイバル
ボードW

1200 × 900
1200 × 1800

10	枚
5	枚

↑中芯と寸法表示の関係

■ AF ハードボード

保存箱やフォルダー用の板紙

折り曲げや表面強度のある厚紙。0.45mmは折る、切るなどの加工
がしやすいので、帙 (ちつ )やフォルダー、タトウなどに。
0.63mmと0.9mmは製本やフォルダーの表紙に。
汚れの目立たないニュートラルグレー色に仕上げた。

左は組立式保存箱

■アーカイバルボード

資料や作品をまもる、丈夫な段ボール

バージンパルプを用いているので、強度が一般段ボールの2～3倍
ある。用途に応じて3種類の厚さを用意。目にやさしいニュートラ
ルグレー色。

左は組立式ストレッジボックス

保護紙の効果的な使い方

保護紙
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AF エンベロープ

各	50	枚包

品名 規格 寸法 (mm)

一般資料用

長形	1	号 142 × 332

長形	2	号 119 × 277

角形	0	号 287 × 382

角形	1	号 270 × 382

角形	2	号 240 × 332

角形	3	号 216 × 277

角形	6	号 162 × 229

古文書用

長形	1	号 142 × 332

長形	2	号 119 × 277

角形	2	号 240 × 332

角形	3	号 216 × 277

細　長 143× 465

横長大 245× 467

写真用

4× 5" 135 × 110

5 × 7" 135 × 190

8 × 10" 270 × 215

A3 用 A3 310 × 435

マチつき
角形	2	号 240×332×35

角形	3	号 216×277×30

写真類はアルカリに弱いといわれてお
り、包材には酸もアルカリも含めない「ノ
ンバッファー紙」が推奨されている。

厚みのある資料は、下図の通りマチをつ
け収納する方法もある。

「AFシリーズ」は、保護保存用紙の条件を満たした原材料を使用し
た保存容器である。接着剤や留め具などが不要なため、組立が簡単
であるとともに資料を保護するための強度もそなえている。

■ AF エンベロープ

資料保存用の中性紙封筒

のりしろを外側に出しているので、デリケートな資料も傷をつけにくい。

一般資料用 ( フラップつき )

AFプロテクトH使用。一枚物資料や文書などの保存用。
チリ・ホコリよけのフラップがついている。

古文書用 ( サムカット: フラップなし )

AFプロテクトH使用。薄い資料などが出し入れしやすいよう、フラッ
プなしにした製品。

写真用 ( フラップつき )

ピュアガード120(ノンバッファー紙 )使用。
写真ネガやプリントなどのアルカリに弱い資料用。

A3 用 ( フラップつき )

AFプロテクトH使用。A3サイズ (297×420mm)の資料を収納
可能な大型の封筒。

マチつき ( フラップつき )

AFプロテクトH使用。まとまった量の資料や、厚みのある書籍の
収納に対応した底と側面にマチのある封筒。きちんと封ができるよう
フラップが大きめに作られている。

AF シリーズ

保存用品

カマス貼り マチつき
フラップ付

隅貼り
フラップ付

隅貼り
フラップ無
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もんじょ箱

寸法は内寸。カッコ内は外寸。

規格 寸法 (mm)

大　型
10 個入

470× 350× 250mm

（520× 385× 260mm）

新聞用
10 個入

600× 450× 100mm

（635× 485× 110mm）

もんじょ箱の積載数

大型は	13	段、新聞用が	21	段まで積め
る。	(それぞれ	13kgの資料を入れた場合)

■もんじょ箱

組立式文書保存箱

古文書や新聞、絵画や工芸品など大きなサイズの資料や作品用保存
箱。大型、新聞用の2種類。

バージンパルプを原料にした、中性の段ボール(アーカイバルボード)
を使用し、強度は一般の段ボール箱の2～3倍。
接着剤や留め具が不要な組み立て式。

手前は新聞用、うしろは大型

( 大型 )

箱の内部に内枠がついているので、強度がある。
文書だけでなく、大型の工芸品なども収納できる。
工芸品は、SILティッシュNなどで包装してから箱に入れるのが
効果的。

( 新聞用 )

代表的なブランケットサイズ (407X545mm)の新聞が入る。
薄い資料も出し入れしやすいように、短辺の一か所が開くように
なっている。

a: ふた

b: 内枠

c: 身

d: 手掛け穴

AF シリーズ

保存用品
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ストレッジボックス

寸法は内径、外径はそれぞれ	26× 26×
10	mm大きくなる。

規格 寸法 (mm)
包装
単位

8×10×2" 216×267×50 20 個

10×12×2" 270×327×50 20 個

11×14×2" 289×366×50 20 個

14×18×2" 366×467×50 10 個

16×20×2" 416×518×50 10 個

20×24×2" 515×617×50 10 個

24×30×2" 617×769×50 10 個

26×32×2" 667×820×50 10 個

写真保存の包材

写真の保存にふさわしい包材は、PAT試験
(Photographic	Activity	Test	:	ISO18916)
に適合したものである。
写真は環境の影響を最も受けやすい脆弱	
な資料といわれている。特に注意する点
は、高温湿度、汚染ガス、光である。
保存環境の改善のためには、封筒や保存
箱、ファイルなど品質の確かめられた保
存用包材を採用することである。

キットボックス

各10 個入、寸法は内寸。

規格 寸法 (mm)

A3 460×337×50

A4 337×250×50

B4 404×297×50

B5 297×222×50

■ストレッジボックス

写真サイズの組立式保存箱

写真サイズに合わせ8サイズを揃えている。
中性段ボール (アーカイバルボード )使用。
組み立てには接着剤や留め具が不要。
箱の側面の短辺が1か所開くようになっているので、薄い資料や脆
弱な資料もスライドして取り出せる。

写真資料を始め、古文書や美術作品、テキスタイルなどさまざまな
資料を収納できる。

ストレッジボックス

■キットボックス

エコノミータイプの組立式保存箱

弱アルカリの板紙 (AFハードボード )を使用した組み立て式保存箱。
接着剤や留め具は不要。サイズは4種類。

キットボックス

AF シリーズ

保存用品
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AF ボックス

寸法は内寸。

規格 寸法 (mm)

A3 460×337×50

A4 337×250×50

AF フォルダー

規格 寸法 (mm)

A3 307×440

A4 230×307

■ AF ボックス

貴重書や文書、絵画などの貼り箱式保存箱

表面の柔らかいピュアマットを芯材に、クルミ貼りにAFプロテクトH
を使用しているため、脆弱な資料に最適な上製箱。

■ AF フォルダー

版画や水彩画など一枚物文書の保存用タトウ

台紙にピュアマット、背中のつなぎにAFプロテクトHを使用して
いるため、表面のデリケートな作品の保存にご利用いただける。

AF シリーズ

保存用品
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TT- エルバリウム

厚さ 寸法 (mm) 包装単位

209.3g/㎡ 300×430 100 枚

■ TT- エルバリウム

貴重な植物標本を長期間大切に保存するために生まれた専用の台紙
です。紙そのものは経年劣化しにくい中性紙で、標本の植物を貼付
するテープや接着剤の付きがよくなる工夫が施されています。また、
写真撮影をする際にホワイトバランスが取りやすいように、紙の白さ
をほどよく抑えています。学術的な資料としての植物標本はもちろん、
思い出の花々や草木を保存しておくときにも使えます。

TT-シリーズ

保護紙
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TT- ホゴグラシン

厚さ 寸法 (mm) 包装単位

30.5g/㎡ 762×1016 100 枚

■ TT- ホゴグラシン

大切な書類を保護する外カバーなどに使用する半透明のグラシン紙で
す。かつてのグラシン紙は酸性紙のものが多く長期間の使用に適して
いませんでした。当製品は経年劣化しにくい中性紙であり、かつ適度
な強度があります。
単行本や文庫、新書などの保護紙としてはもちろん、窓開き封筒の宛
名部分やラッピング材などとして幅広くお使いいただけます。

TT-シリーズ

保護紙
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TT- エバーファイル

寸法 (mm) 包装単位

312×96×257 10 個

■ TT- エバーファイル

図書館や資料館などで文書を保護保存するために愛用されている	
「もんじょ箱」と同素材で作りました。
汎用のA4ファイルボックスと同じサイズなので、既存の文書キャビ
ネットや棚での使用が可能。軽くて強度のある中性紙の段ボールを
使用し、独自の組み立て方式で密閉性が高く、劣化原因となるガス
や埃の侵入を防ぎます。経年劣化しやすい再生紙を使った公文書な
どの保護保存に適しています。

一般的な袖机に収納できるよう
大きさにそろえております。

TT-シリーズ

保護紙
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アーカイバル容器の製造・販売元

① 組立式棚はめ込み箱

組立式棚はめ込み箱は（株）資料保存器材
が実用新案登録（第3161638号）してい
ます。

寸法例

外寸 (幅×奥行×高さ )	mm

500×270×340

② トレイ付棚はめ込み箱

寸法例

外寸 (幅×奥行×高さ )	mm

585×430×252

保存容器は、資料の特質や形態、状態に合わせた大きさや形状であ
ることが望ましい。大きさや重さ、材質などが違う資料を一緒に収
納することは、資料を傷めることになりかねない。
資料の管理や利用を前提とした「アーカイバル容器」の選択は、展
示や保管のより良い改善につながり、保管スペースの改善や収納効
率のアップにも有効である。既製品では対応できなかった規格を大
きくはずれた資料も1個からご希望のサイズでオーダーメイド可能
である。

■棚はめ込み箱

棚の大きさに合わせてはめ込む保存箱

前面の蓋が開閉し、資料の出し入れが簡単にできる。

①	組立式棚はめ込み箱
表題や出納番号のカードを入れるカードホルダー付き。

②	トレイ(3段 )付棚はめ込み箱
堅牢なトレイをつけた完成型の棚はめ込み箱。

アーカイバル容器 ( 受注生産品 )

保存用品
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PAT試験 : 写真活性度試験、ISO18916	
に規定されている。

① アーカイバルバインダー

( リフィルは各 50枚 )	
サイズ ( 外寸 ) は横×縦×厚み	mm

規格 寸法 (mm)

A4
リフィル用間紙

300×355×57

210×297

B4
リフィル用間紙

350×420×57

257×364

米国プリントファイル社製の 4穴対応
リフィル（A4サイズ）もあり。

② 組立式ガラス乾板保存箱

( 専用フォルダーは 1枚単位で販売 )	
縦置き型

乾板サイズ 部屋数 収納数

4×5" 3 30 枚

5×7" 2 20 枚

■写真資料用保存箱

写真包材は PAT 試験をパスした製品を使う

モノクロ写真は弱アルカリ、鶏卵紙やカラー写真はノンバッファー
の包材が基本である。ガラス乾板の包材は JISK7644「乾板の保管
方法」に準じる。

①	アーカイバルバインダー (A4用・B4用 )
写真やネガフィルムの整理保存用。縦置き・平置きのどちらにも
対応したシェルボックス型である。リフィルは長期保存に適した
PP( 不活性ポリプロピレン )を使用、PAT試験をパスしている。
両面使用には間紙 (ピュアガード70)をはさむ。

②	ガラス乾板保存箱 (縦置き型・平置き型 )
乾板はノンバッファーの専用フォルダーに包んで収納。割れた乾
板などは、シンク式の台紙に入れて平置きする。

	

アーカイバル容器 ( 受注生産品 )

保存用品
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大型資料用保存箱は絵画や書跡、工芸品、
考古遺物などさまざまな大型資料を収納
するために設計された。緩衝材には SIL
ティッシュNや綿布団などがある。
アルカリに弱い資料が直接容器に触れる
場合は、ノンバッファー紙の使用を薦め
ている。

① つづら式保存箱

寸法例

内寸 (幅×奥行×高さ )	mm

210×210×380

② コンテナ式保存箱

寸法例

外寸 (幅×奥行×高さ )	mm

1106×760×680

③ 大型台差し箱

寸法例

内寸 (幅×奥行×高さ )	mm

2000×900×100

■大型資料用保存箱

①	つづら式保存箱
上蓋・側面・底蓋の3つに分離。側面は簡単に外せ、資料を安全
に出し入れできる。立体的な構造を持つ資料の収納容器。

②	コンテナ式保存箱
既存の棚をそのまま安定した小環境に。
前面のふたが取り外せて大型の資料を楽に出し入れできる。

③	大型台差し箱
大きなサイズの絵画作品などを収納する台差し箱。
丈夫な平紐取っ手が付いているので、持ち運びも簡単。平置き・
縦置きのどちらにも対応している。

アーカイバル容器 ( 受注生産品 )

保存用品



40

① 巻子用台差し箱

寸法例

内寸 (長さ )	mm

300mm

500mm

800mm

② 筒箱

寸法例

内寸 (径×径×長さ)	mm

60×60×550

① 被せ箱・台差し箱

寸法例

内寸 (幅×奥行×高さ)	mm

700×500×80

② 綿布団

寸法例

300×300mm

■巻物、掛軸、ポスター用保存箱

①	巻子用台差し箱
身と蓋に分かれた完成型の保存箱。短辺側が開閉し、資料をスムー
ズに取り出せる。オプションで軸受あり。

②	筒箱
一枚物の資料を丸めて収納できる。角形なので、縦置きだけでな
く、積み重ねて平置きが可能。

■その他

①	被せ箱・台差し箱
身と蓋からなる完成型の汎用箱。資料の厚みが100mm以下の場
合は蓋が身の底まで被る「台差し箱」。

②	綿布団
綿と表面の不織布は不活性のポリエステル100%。ドレープ性(肌
添性 )とクッション性 (柔軟性 )に優れ、凹凸のある資料も包み
込むように保護できる。

アーカイバル容器 ( 受注生産品 )

保存用品
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Terminology

用 語 集

ウェイ・トー法

Wei	T'o		process

液相による脱酸法。カナダ国立図書館 /公文書館が採用して
いる。マグネシウム・アルコラートの誘導体を使用し、アルコー
ルと代替フロンを溶剤としている。
書籍を解体せずに処置することができる。スプレーや刷毛で
塗布する方法もある。

エンキャプシュレーション

Encapsulation

紙やシート状の資料を保護するために他の材料で封じ込める
こと。通常は、2枚の透明なポリエステルシートの間に資料
をはさみ、四辺をシールする。新聞紙など両面に情報が載っ
ていても読める。酸性紙資料は、そのまま閉じ込めると劣化
が促進されるため、あらかじめ脱酸してから封入する。資料
を安定した状態に保つため、アルカリ性の緩衝紙や板紙を
一緒に挿入することもある。

塩化ビニール

Polyvinyl	chloride、PVC

ポリ塩化ビニールの通称。プラスチック素材として耐水性、
耐溶剤性などの特長があるが、柔らかさを出すための可塑剤
が劣化の要因となるため資料の保存には向かない。
資料保存に使える安全なプラスチック素材は、ポリエステ
ル（PET）, ポリエチレン（PE），ポリプロピレン（PP）
の 3種類が推奨されている。

汚染ガス

Pollutant	gas

資料を劣化させるガス。代表的な汚染ガスは次の 5つで、
東京国立博物館が許容濃度を発表している。（暫定値）

ホルムアルデヒド　HCHO 80ppb以下

アセトアルデヒド　CH3CHO 30ppb以下

酢酸　CH3COOH 170ppb以下

蟻酸　HCOOH 10ppb以下

アンモニア　NH3 30ppb以下

車の排気ガスや打ち立てのコンクリート、内装建材や塗料、
木製の収納家具や容器、展示台、清掃用の洗剤などから発
生することがある。
東京文化財研究所
美術館・博物館のための空気清浄化の手引きより

カイル・ラッパー

Kyle	Wrapper

アメリカの修復家ヘディ・カイルが考案した中性紙容器。構
造がシンプルで、厚さ1.5	cm以下の薄い資料の保管に向く。
大気からの酸や光、ホコリなどから資料をまもる。

間紙（あいし　合紙）

Interleaving

紙などの材料で資料を劣化要因から隔離して保護する。衝撃
や光、汚染などの物理的劣化要因から遠ざけること。酸性資
料の間にアルカリ緩衝剤を含んだ紙をはさみ、酸の移行を防ぐ。
アルカリに弱い描画材料や写真資料に直接触れる場合は、
pHが中性に近い間紙を用いる。

ＩＰＭ（総合的有害生物管理、総合的害虫管理）

Integrated	Pest	Management

虫を入れない、繁殖させないなどの予防的処置。環境調査
をして、保存環境を整えること。
トラップを仕掛け害虫の有無を調べることから始まる。やむを
えない場合には燻蒸する。

アクリル

Acrylics

透明性や耐候性、色の堅牢性などに優れたプラスチック。化
学変化に強いため、資料の保存材料に採用されている。た
とえば、紫外線を吸収するアクリル板は額縁のガラスや展示
ケースの材料などがある。アクリルはシートやフィルム、接着
剤にも使われている。

アルカリ

Alkali

水溶液中に水酸化イオン（OH-）を形成する物質を指す。ア
ルカリ成分は、紙の中に存在する酸を中和したり、将来発生
するおそれのある酸から資料を保護するアルカリ緩衝剤の役
割も果たす。アルカリ・リザーブ、アルカリ・バッファーなど
という。

薄葉紙（うすようし）

Thin	paper,	tissue	paper

本来は、雁皮紙（がんぴし）を薄く漉いた紙。懐紙（かいし）
や包装紙に使われてきた。
現代では、木材パルプを使った薄葉紙も登場している。資料
や作品に直接触れるため、中性紙が条件である。

裏打ち

Backing,	lining

書物、文書などの本紙に補強紙を貼って裏面から強化すること。

ウィーン法

Vienna	method

オーストリアの国立図書館が開発した技術。脱酸と紙強化を
組み合わせた方法。水酸化カルシウム水溶液にメチルセル
ロースを加えた液に、本を浸漬する。水酸化カルシウムで脱酸、
メチルセルロースが紙葉に薄い膜を形成して紙を強化する。
凍結乾燥技術を使用することにより、合冊された新聞などを
解体することなく、そのまま水性脱酸を行い、同時にセルロー
スエステルによる含浸強化ができる。
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感熱コピー

Thermo	graphic	copy

画像の定着に熱を利用するコピー方法。用紙は感熱記録紙と
いう。高熱にさらされると変色する。長期間では画像が消失
してしまうため、保存性は良くない。貴重な資料は媒体変換し、
オリジナル資料は光が当たらぬように中性紙保存箱などに収
納保存する。

雁皮紙（がんぴし）

Gampi-paper

ジンチョウゲ科の落葉低木のガンピを原料とした紙。鳥子紙
（とりのこがみ）などともいう。
繊維は細く短く、平滑で光沢のある紙ができる。栽培が難し
いため、野生のものが採取される。

機械パルプ

Ground	pulp、mechanical	pulp

GPと略す。木材をそのまま磨砕して作ったパルプ。木質部を
そのままパルプ化するため歩留りがよいが、リグニンが含ま
れているため、変色しやすく耐久性がない。新聞紙や下級紙
に使われる。

強制劣化試験

Accelerated	ageing	test

紙の強制劣化試験の多くは、高い温湿度に紙をさらし、紙の
外観や強度変化を調べるというもの。
ASTM（米国材料試験協会）は「密閉試験管法」を開発し、
自然劣化にもっとも近い方法といわれている。＊　試験紙は、
実際に自然劣化した紙資料を分析し、同じ作り方で再現した
ものを使用。これを試験管の中に入れ、100℃で5日間強
制的に劣化させる。自然劣化した紙と強度残有率（耐折強さ
や引き裂き強さ）、有機酸（蟻酸や酢酸など）を比較し、耐
久性を判定する。
＊ ISO5630-5を参照

局紙

Japanese	vellum

明治時代（1868 年～）初期に、大蔵省紙幣抄紙局で作ら
れた紙。主原料は三椏（みつまた）。
平滑で強く、紙幣や証券用紙、印刷用紙などに使われた。

銀塩フィルム

Silver	halide	film

画像の形成に、乳剤をかけ感光性のあるハロゲン銀分子を
使用した写真フィルム。
高い温湿度や光などで劣化する。酸や強いアルカリにも弱い
ため、ノンバッファー紙などで保護する。写真保存にはPAT
試験（Photograph	Activity	Test）をパスした材料を使う
こと。

化学的に安定

Chemical	stability
ある物質が化学的には容易には分解されず、変化を起こしに
くい性質をもつこと。
プラスチック素材では、ポリエステル（PET）、ポリエチレン
（PE）、ポリプロピレン（PP）などが推奨されている。

化学パルプ

Chemical	pulp

木材を薬品で蒸解して作ったパルプで上質紙に使われる。不
純物質であるリグニンを除去しているので、紙にした時に変
色劣化が少ない。

可逆性の原則

Reversibility

保存や修復処置において、元の状態に戻せるようにするとい
う原則。
最も良いとされる修復技術でも、将来見直しされたりさらに優
れた技術が登場した際にやり直しができるようにすること。

加水分解

Hydrolysis

水との相互作用により有機化合物が分解すること。分解反応
は分子結合を弱めたり壊したりし、物質の脆弱化や退色を引
き起こす。酸性紙の場合、空気中の水分や紙に含まれる水分
と酸が反応して自壊していくことがわかっている。

カビ

Mold

カビの胞子は大気中や資料の上に常に存在し、温湿度環境
が整えば、いつでも発芽し、成長、増殖する。一般的に温湿
度が低いと発生しにくい。

カルボキシメチルセルロース

Carboxy	methyl	cellulose(CMC)

植物の主成分であるセルロースから製造した白色の粉末。
水溶性、吸湿性がある。無味・無臭・無害といわれており、
粘性があるため修復の際のラベルの貼付などに使う。可逆
性があり、乾燥後も水で湿らせれば剥離できる。

環境調査

Monitoring

資料の劣化を促進するような要因を調べること。具体的には、
温湿度や光、害虫、カビなど。
ほかにも汚染ガスの測定もある。

用 語 集
Terminology
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国立公文書館

National	Archives	of	Japan

国の行政に関する公文書その他の記録の保存、閲覧、調査
研究などを目的に、1971 年に設立。

国立公文書館法

National	Archives	Act

1999 年に制定された、国の機関の保管にかかわる公文書
の適切な保存と利用に関する法律。
公文書の適切な管理と保存のために、2009 年には公文書
管理法が制定された。

国立国会図書館

National	Diet	Library

「真理がわれらを自由にする」との理念で、1948 年に設立。
国政審議に資することを目的にした議会図書館であるととも
に、一般国民に対しても広く奉仕する唯一の国立中央図書館
である。
国内で出版された書籍などは、納本制度のもと網羅的収集、
保存が行われている。

紙縒り（こより）

Koyori

薄葉紙を紙の目方向に細く裂き、端から巻くようにして縒った
紙紐（かみひも）。手漉きの石州（せきしゅう）和紙（島根県）
などの丈夫な和紙が適している。

コンサベーション

Conservation

資料の物理的・化学的な劣化を防いだり遅らせるための手
段。修復や脱酸、保存環境の整備、保存箱の導入などが代
表例。

サイジング

Sizing

紙にほどこす、インキのにじみ留めのこと。和紙の世界では
ドウサ引きともいう。
洋紙の分野では、サイズ剤の定着に硫酸アルミニウムが使わ
れ、酸性紙問題の元凶となった。

再生紙

Recycled	paper

古紙をリサイクルし、脱インク処理などをしたパルプを主原料
にして製造した紙。原料古紙にさまざまな物質が混入している
製品は、たとえ中性紙であっても再生紙は資料保存には向か
ない。

グラシン紙

Glassine

パルプを高度に粘状叩解し、抄紙後の湿潤状態で強くロー
ルプレスして光沢と平滑性、透明性を付与した紙。中性紙の
グラシンは、紙が透けて見えるため写真などの間紙や書籍の
カバーなどに使われている。

燻蒸（くんじょう）

Fumigation

菌類や虫などを駆除するために、密封した容器や小部屋の
中で揮発性物質や薬品の蒸気に資料をさらすこと。殺虫・殺
菌効果が期待されるが、人体や資料への影響も考慮し使わ
れる。
長らく「臭化メチル」が使われてきたが、オゾン層破壊物質
として指定されてからは、代替の燻蒸剤が提唱されている。
たとえば、酸化エチレンやヨウ化メチル、酸化プロピレン、フッ
化スルフリルなどがあり、資料の種類や殺虫か殺菌かなど、
目的に応じて使い分けされている。
近年では、IPM（Integrated	Pest	Management：総合的
有害生物管理）という手法を導入し、限定的な燻蒸を実施す
る機関が多くなってきた。

楮紙（こうぞがみ）

Kouzo-gami

クワ科の落葉低木を原料とする紙。栽培が容易なため、日
本で広く普及した。繊維は長く太く強靭で、繊維の絡（から）
みが強いので、耐久性に優れる。

公文書館法

Public	Archives	Act

1987 年公布、翌年に施行された。公文書館・公文書など
の定義、保存・利用の責務、専門職員、国の援助などを規
定している。

国際図書館連盟

（International	Federation	of	Library	Associations	and	
Institutions,	IFLA）

図書館活動の全分野にわたって国際的な規模での相互理
解・協力、討議、開発を推進する目的で1927 年に設立
された団体。IFLAは、「資料保存の原則」を1986 年と
1998 年に発表している。

国際文書館評議会

International	Council	on	Archives,	ICA

ユネスコの諮問機関でもある文書館の国際NGOで 1948
年に設立。国際公文書館会議ともいう。
195カ国、1500 機関が参加している。本部はフランスのパ
リにある。

Terminology

用 語 集
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Terminology

用 語 集

紫外線

Ultraviolet	Light(UV)

可視光線よりも波長が短く、高いエネルギーをもつ電磁波。
紫外線は絶えず資料を劣化させ、変色や退色の原因になる。
太陽光だけでなく一般の蛍光灯からも紫外線は発生している。

紫外線防止フィルム

Ultraviolet	filter	film

プラスチック素材に紫外線吸収剤を混入させたり、紫外線
を吸収する皮膜を貼り合わせたフィルムなどがある。採光窓
などに貼り、効果を発揮する。種類によって吸収率が異なり、
製品に寿命があるため、定期的に交換が必要。額縁のアク
リルガラスにも紫外線をカットする製品が出ている。蛍光灯
に巻く、透明なチューブ状の製品もある。また、蛍光灯自身
が紫外線を出さない、文化財用に開発されたものもある。

アルカリ紙

Alkaline	paper

pH 値が 7ないしそれ以上の紙。紙の中に炭酸カルシウム
（CaCO3）などの物質を残留させることによって、アルカリ寄
りにする。硫酸アルミニウムのような酸性物質が含まれていて
も、炭酸カルシウムを入れることにより中性ないしアルカリ性
の紙ができるが、長期保存に使われる紙にはすすめられない。

写真の保存

Preservation	of	photograph

写真劣化の主要因は、温湿度、光、ホコリ、大気汚染、保
存用品などであるが、現像処理方法や基材による劣化もある。
種類によって画像の堅牢性に大差があり、一部のカラー写真
には色素が退色しやすい製品もある。

修復

Conservation	and	Restoration

資料の傷みを治すこと。紙の場合は、伝統的な裏打ちや近
年の技術「漉き嵌め（リーフキャスティング）」などがある。
資料に手を加える際には、「保存修復の四原則」に留意して
適用する。

蒸解（じょうかい）

Cooking

紙原料を薬品を用いて加熱処理し、パルプ化すること。木材
チップの場合は、リグニンの除去が主目的である。和紙の場
合は「煮熟（しゃじゅく）」という。

生麩糊（しょうふのり）

Jin	shofu

水溶性のため、資料の修復に使われる。
小麦粉のでんぷんから作る糊。粉を水で溶き、かきまぜなが
ら半透明になるまで熱を加え、冷ましてから濾（こ）したもの。
用途に合った濃度に薄めて使う。腐りやすいので、作り置き
はできない。

殺虫（剤）

Pesticide

資料の害虫を化学的・物理的に駆除する方法。化学的には
防虫剤や殺虫剤、物理的には熱や圧力、粘着剤などを利用
する。昆虫が生息できないように、環境条件を脱酸素にしたり、
虫干しをしたりする方法もある。

殺菌

Germicide

カビなどの菌類を化学的・物理的、または環境整備によって
駆除すること。

酸

Acid

化学的には、水溶液中で水素イオン（H+）を形成する物質
のこと。紙や板紙、布などのセルロースは酸を触媒とする酸
加水分解により劣化する。酸性紙のように、もともと紙に含ま
れている場合もある。他の酸性物質や大気汚染物質から移
行することもある。

酸化

Oxidation
酸化とは物質が酸素と化合するか、水素を奪われるか、ある
いは、電子を失う反応をいう。
たとえば、鉄が腐食することが挙げられる。

酸性紙

Acidic	paper

pH が酸性を示す紙。近代の洋紙の製造工程において、に
じみ留めのサイズ剤（ロジン）の定着に硫酸アルミニウムが
使われた。紙中に残留する硫酸アルミニウムは、長い年月で
空気中の水分や紙の中に含まれる水分などと化学反応（加
水分解）を起こし硫酸になる。
硫酸には強い脱水作用があり、紙の水分が失われていき、
最終的にはボロボロになってしまう。

酸性劣化

Acid	deterioration

紙やフィルム類に含まれる酸性物質や環境因子などによって、
化学的に劣化していくこと。

酸の移行

Acid	migration

酸性紙や酸性物質に資料が長期間接触していると酸が移行
する。

ジエチル亜鉛法

DEZ	process

米国議会図書館が開発した気相による大量脱酸法。火災発
生によるプラントの爆発事故などが原因で、事実上の開発中
止になっている。
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炭酸カルシウム

Calcium	carbonate	、CaCO3
炭カルともいう。石灰岩を原料とした物質。安定したアルカリ
物質のため、紙中に入れて中性紙化するときに用いる。

中性紙

Neutral	paper	

日本では明確な定義はないが、国立国会図書館では、
pH6.5 ～ 10位までの紙を中性紙と呼んでいる。
pHの値は0～ 14まであり、7.0 近傍を中性と呼び、数値
が高くなればアルカリ性、低くなれば酸性という。国会図書館
の蔵書受入調査では、1988 年の民間出版物の中性紙化率
が 8.8％だったが、2008 年の調査では、95％を超えている。

ドライアンモニア酸化エチレン法

DAE	method

気相による大量脱酸法。アメリカで開発され、日本で改良さ
れた。真空にした脱酸装置にアンモニアガスを注入後、酸
化エチレンガスを浸透させて生成したトリエタノールアミン類
により紙の酸を中和する方法。本を解体せずにまとめて処理
できる。

ドライクリーニング

Dry	cleaning

資料の表面に付着しているホコリなどの汚れを水や溶剤を使
わずに、刷毛や粉末消しゴムなどで除去する方法。

バッファー

Buffer	/	buffering

緩衝剤、緩衝作用のこと。
アルカリ緩衝剤を含ませることをアルカリバッファーといい、
保管環境からの酸を中和する働きがある。

パーマネント

Permanent

長期の保存に耐えられること。アーカイバル（archival）と
同義語。

パラジクロロベンゼン

Para	dichlorobenzene

防虫剤の一つ。白色透明の結晶で、昇華しやすく独特の芳
香がある。気体は空気よりも重いため、資料の上に配置し、
直接触れないようにすること。スチロールを溶かすので、紙
以外の資料は確認が必要。
樟脳と併用すると、溶解し資料を汚染する。

樟脳（しょうのう）

Camphor

クスノキを蒸留して得られる白色透明の結晶。独特の香気が
あり、古くから防虫剤として利用されてきた。大量に使うと樟
脳焼けで資料を傷める。防虫剤「パラジクロロベンゼン」と
併用すると溶解し資料を汚染する。

少量脱酸

Mini	deacidification

大量脱酸に対する言葉で、従来の手作業による脱酸法のこと。
一般的には水性脱酸法が適用される。マグネシウムやカルシ
ウムなどの化合物の水溶液を使い中和させる。

真空凍結乾燥法

Freeze	drying,	vellum-freeze	drying

水濡れした紙資料を修復する方法で、フリーズドライ法ともい
う。温度を制御した高度な真空装置によって、水による損傷
を最小限にくい止める手段。
氷点下 40 度以下で急速冷凍したものを真空状態に入れる
と、氷が水にならずに一気に水蒸気になる現象を利用するこ
とで、水にぬれた文書類の損傷を防ぎ、きれいに乾燥できる。
地震や水害などで大量に被災した文書を救出する最も有効な
方法の一つ。

接着テープ

Adhesive	tape

紙や布、その他シート状の基材に接着層を持たせたもの。
圧着型のテープは長期保存の資料に適用することは避けなけ
ればならない。長期には接着剤が劣化、黄変し、資料に付着
したまま取れにくくなる。

段階的保存

Phased	preservation

大量の資料群全体の保存を考えるにあたって、まずサンプリ
ング調査など概要調査をした上で資料の状態をデータ化し、
処置の優先順位を決定する。計画的な保存プログラムによっ
て段階的に保存処置をしていく方法。

脱酸

Deacidification

将来、劣化の進行が予測される酸性紙にアルカリ物質を入
れ、紙を延命させること。
一点ずつ処置する少量脱酸と複数の紙資料をまとめて処理す
る大量脱酸がある。
アルカリを入れるには、水溶液またはガスを使う方法がある。
日本の大量脱酸では、ドライアンモニアと酸化エチレンを脱
酸剤としたDAE法と酸化マグネシウムを使ったブックキー
パー法が稼働している。
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文化財保護法

Laws	for	protection	of	cultural	property

日本の文化財保護の統一法。1950年に制定された。1996
年に改正され、重要文化財などの活用促進、建物の文化財
登録制度などが導入された。

ペーパースプリット

Paper	split

紙の修復技法の一つ。一枚の紙を表裏二枚に剥ぎ、間に和
紙などの薄手の補強紙をはさみ、再度貼り合わせる方法。伝
統的には相剥ぎ（あいはぎ）という。酸性劣化しもろくなった
資料などに適用する。

保存科学

Conservation	science

保存環境の整備や制御、材質とその劣化機構を研究領域と
する。伝統的な修復や保存技術についても科学的な裏付けを
した上で適用していく。

保存管理者

Preservation	administrator

資料の保存機関で、資料保存に関する業務の運営担当者の
こと。保存環境の管理から保管方法、保護措置、保存処置
などの手法の決定や人員の配置、予算の確保など全般にわ
たる保存計画の立案執行を担当する。

保存額装

Conservation	framing	,	preservation	framing

美術品を装着するヒンジやマットボードをはじめ、テープやフ
レームなどは作品を物理的に保護するとともに、悪影響を与
えないものを使う。2枚のマットボードを中性テープでつなぎ、
一方を窓抜き、もう一方を台マットにする。これをブックマット
と呼び、作品に直接触れずに移動でき、展示が終了したら、
額縁から取り外しブックマットごと保存箱に収納できる。
保存額装は作品を効果的に見せるとともに、劣化要因からも
まもる機能がある。

pH

Power	of	Hydrogen

水溶液中の水素イオン濃度を示す。pHは7.0を中性と呼び、
値が 7より小さくなると酸性、大きくなるとアルカリ性という。
冷水抽出法（coldwater	extraction）による測定が一般的
である。（JIS	P-8133）
化学的には、水溶液中で水素イオン（H+）を形成する物質
のこと。紙や板紙、布などのセルロースは酸を触媒とする酸
加水分解により劣化する。もともと、紙に含まれている場合も
ある。他の酸性物質や大気汚染物質から移行することもある。
　　　
フィルムの劣化（写真の）

Causes	of	deterioration(photographs)

写真材料自体・現像条件・保存環境の 3つの要因により劣
化する。高温・高湿の環境、支持体の加水分解、不十分な
水洗、光による退色、酸性ガスの影響などがある。

フォクシング

Foxing

紙の変色。しばしば褐色を帯びたシミや小さな黒点として現
れる。カビ説や金属成分の腐食説などがある。

蒸け（ふけ）

Huke

紙が水濡れや湿気によって劣化し、繊維の結合が破壊されて
いきフワフワとした綿状になる現象。

ブックシュー

Book	shoe

辞書や事典など、大型本などの製本構造の破損を防ぐため
の中性紙ボード容器。本に靴をはかせるような仕組みから名
前がついた。

プリザベーション

Preservation

図書館や公文書館の原物資料の保存と中身の情報を残すた
めの方法。保管や配架の基準、職員の配置、保存政策や技
術などの管理、財政的な考慮を含む一切の手続きのこと。

ブックキーパー法

Bookkeeper	deacidification	process

液相法の一種で、酸化マグネシウムの微粒子を分散させたフ
ルオロ・カーボンの処理液に紙資料を浸して中和させる方法。
アメリカのプリザベーション・テクノロジーズ社が開発、日本
のほかオランダ、ポーランド、韓国などで稼働。

用 語 集
Terminology
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マイクロフィルム

Microfilm

露光し現像処理してある、高い解像力をもつロール状のフィ
ルム。オリジナルを縮小して画像にしている。1990 年代以
前はTAC（トリアセテート）ベースフィルムが使われていたが、
数十年でビネガーシンドローム（酢酸による自壊現象）が発
生することがわかり、以後PET（ポリエステル）ベースの化
学的に安定したフィルムを使うようになった。

三椏紙（みつまたがみ）

Mitsumata-gami

ジンチョウゲ科の落葉低木のミツマタを原料とした紙。繊維
は、細く柔らかく光沢があり、印刷に適した紙である。

美濃紙（みのがみ）

Mino-washi

平安時代（794年～）に始まった美濃（岐阜県）産の和紙。
おおよそ縦 27cm、横 39cmの美濃紙を二つ折りにした美
濃本が和本の基準となった。美濃紙は障子紙の最高級品とし
て有名であるが記録用紙としても使われてきた。

明礬（みょうばん）

Alum	

亜硫酸アルミニウム溶液に硫酸カリウムを加えたアルミニウ
ム・カリ明礬をいう。膠（にかわ）と混ぜて和紙のにじみ留
めなどに使う。

無酸紙

Acid-free	paper

インキのにじみ留めに使われるサイズ剤の定着に硫酸アルミ
ニウムを使わない紙。pHが中性域（7.0 位）もしくはアルカ
リ寄りの紙をいう。酸性のサイズ剤を使っていなくても、原料
パルプにリグニンなどの不純物が入っている紙は無酸紙とは
いわない。

虫干し（爆涼　ばくりょう）

Mushiboshi,	airing

資料を日陰干しにして風を当て、カビや虫の害を防ぐこと。伝
統的には、春や秋の晴れた湿度の安定した時期に実施した。

メンディングテープ

Mending	tape

半透明で目立たない粘着テープ、中性紙箱やフォルダー作成
などに用いる。粘着剤はアルカリ性が望ましい。セロファンテー
プより劣化しにくいが、粘着剤を除去するのが困難なため、
資料に直接使用するのは避けること。

保存修復の四原則

Principles	of	conservation	and	preservation

資料の保存修復するときに、将来的な再処置なども考えて、
念頭に置くべき四つの原則。
①	可逆性の原則　②	安全性の原則　	③原型（原形）保
存の原則　④	記録の原則である。

①	万が一の場合に修復前の状態に資料を戻せるようにする
こと。たとえば、原物資料に裏打ちをする場合に水溶性

の接着剤を使うなど。
②	資料に対して安全な材料や方法であること。
③	可能な限り資料の原型を維持すること。
④	修復の記録を残すこと。

現在適用している技術への過信を改め、可能な限り資料の破
壊を防ぐという考え方がもとになっている。

ポリエステル

Polyester

ポリエチレン・テレフタレートの通称。PETと略す。無色透
明で耐伸長性、化学的安定性に優れる。フォルダーやエンキャ
プシュレーション、図書のジャケットや接着テープなどに使わ
れる。ポリエステルは表面塗工や添加物のないものに限る。

ポリエチレン

Polyethylene

純粋なポリエチレンは化学的安定性にすぐれている。写真保
存の透明封筒などに使われる。

ポリ塩化ビニール

Polyvinyl	chloride

「塩ビ」、「PVC」と略す。ほかのプラスチックとくらべ化学的
な安定性が低く、セルロース物質を劣化させる酸性成分を放
出する。PVCは柔軟性を出すために可塑剤が添加されてお
り、図書資料の劣化要因にもなり、長期保存には向かない。

ポリプロピレン

Polypropylene

純粋なポリプロピレンは化学的に安定している。写真資料の
保護のためのフォルダーや透明封筒などに使われる。

マイグレーション

Migration

資料保存の分野では、酸の移行のことをいう。電子記録の
場合は、データの媒体変換のこと。

Terminology

用 語 集
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劣化度の判定基準

Criteria	of	deterioration

蔵書の本文用紙の状態を見るための判定基準。国立国会図
書館では、米国のミシガン大学図書館が開発した 3段階判
定を5段階にして判定基準を設けている。（下表）

ページの天小口の角を三角に折って、筋がつくか破断しない
かなどで状態をみる。

劣
化
の
度
合
い
（
耐
折
強
度
）

Excellent 非常に良好な状態 4

Good
しなやかで、折り曲げても簡
単に折り目がつかない状態

3

Fair
折り曲げると、折り目はつくが
切れてしまうことはない状態

2

Brittle 折り曲げると切れてしまう状態 1

Very	brittle くずれかかっている状態 0

紙にリグニンが含まれていると変色の進行が早い。

変色の度合い
中程度までの変色 0

はなはだしい変色 -1

このほかにも、チェックペンを利用した pHの測定やコピー、
マイクロ化、デジタル化の際の本の見開き性などの調査もあ
る。目的に応じて調査項目を選択することが良い。

和紙

Japanese	paper

日本の伝統的な製紙方法。楮（こうぞ）や三椏（みつまた）、
雁皮（がんぴ）などの靭皮繊維（じんぴせんい）を原料とし
て作る。一般的に繊維が太く、長く、濡れても比較的丈夫で
ある。資料の修復などに使われている。

文書館（もんじょかん、ぶんしょかん）

Archives

公文書館、資料館、史料館などさまざまな呼称がある。
2018 年、総務省の報告では都道府県市町村設置は139自
治体、館数としては83館の公文書館がある。この他国立公
文書館に類する施設は宮内庁宮内公文書館、外務省外交史
料館、日本銀行金融研究所アーカイブなど13施設がある。

洋紙

Paper

木材パルプなどから作られた紙。西洋紙ともいう。日本古来
の製法で作られた和紙に対して、明治時代（1868年～）前
後に海外から輸入された、機械漉き製法で作られた紙のこと。
近代の多くの洋紙はサイズ剤の定着のため、硫酸アルミニウ
ムが含まれ酸性紙劣化が始まっている。

羊皮紙

Parchment

山羊や羊などの小動物の皮でつくられた半透明、あるいは不
透明の材料のこと。動物の毛を取り去り、石灰水に浸した後
に湿ったままの皮を木枠に室温状態で張り、乾燥させたもの。
記録用に使われてきた。

予防的保存

Preventive	conservation

環境保全計画などともいう。資料が劣化してから修復すると、
多大なるコストや手間がかかるため、あらかじめ保存環境を
整えて、劣化を遅らせるという考え方。

リグニン

Lignin

樹木に含まれる成分のひとつで、セルロースとともに細胞壁
中に存在し、強度や堅牢性の保持に大きな役割を果たしてい
る。リグニンは紙にしたときに、資料の化学的劣化を促進す
る。物理的な力で木材パルプを砕いてパルプ化した機械パ
ルプ（グランドパルプ、GP）にはリグニンが含まれている。

リーフキャスティング

Leaf	casting

漉き嵌め法ともいう。紙資料の欠損部分に紙漉きの原理を応
用して、紙繊維を流し込み、穴を埋める方法。虫食いや損傷
劣化した紙資料に適用する。

硫酸アルミニウム

Aluminum	sulfate

Al2(SO4)3あるいはその水和物。酸性サイズであるロジン（松
ヤニ）の定着や水処理に使われる。酸性紙の劣化原因とい
われている。



当冊子の内容について

この冊子は、資料保存に関する一般的な解説です。文中の訳語も定訳ではありません。
内容については、合法性や学術的な正確性、安全性を保証するものではありません。
用語集を利用したことにより生ずる損害に対しても、株式会社T Tトレーディングは一切の責任を負いません。
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