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文学とメディアの千年譚
文 化 財 リ マ ス タ ー

日本博主催共催型プロジェクト

日本文学展 〜文学とメディアの千年譚〜 文化財リマスター シンポジウム
2020年9月22日(祝) Zoomウェビナーで開催（参加無料、事前登録制）
本シンポジウムでは、文化財の保存と公開を両立する手段として注目が寄せられている複製技術の活用について語り合います。文化庁
が主催する「日本博」の文化資源コンテンツ創成事業（主催・共催型プロジェクト）に採択された「日本文学展 〜文学とメディアの
千年譚〜」のプログラムとして開催します。
シンポジウム：
講演①：
「複製品の歴史と意義」
島谷 弘幸 九州国立博物館 館長
講演②：
「文化財の修復からわかること」
岡 岩太郎 株式会社岡墨光堂 代表取締役
（休憩）
講演③：
「博物館にとっての複製品」
恵美 千鶴子 東京国立博物館 百五十年史編纂室長
講演④：
「墨と書画の構造と材料」
宇髙 健太郎 美術家 / 東京文化財研究所 客員研究員
映像上映
（休憩）
トークセッション
島谷 弘幸 九州国立博物館 館長
岡 岩太郎 株式会社岡墨光堂 代表取締役
恵美 千鶴子 東京国立博物館 百五十年史編纂室長
宇髙 健太郎 美術家 / 東京文化財研究所 客員研究員
寺師 太郎 凸版印刷株式会社 文化事業推進本部

島谷 弘幸

岡 岩太郎

株式会社岡墨光堂 代表取締役

京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科先端ファイブロ科学専
攻博士後期課程修了。博士（学術）。米国スミソニアン研究機構フ
リーア美術館リサーチアシスタントを経て、2009年より現 職。
装潢修理技術の分野を専門とし、絵画、書跡等の文化財修理を
数多く手掛けている。また、京都工芸繊 維大学、関西学院大学
等 で 非 常 勤 講 師 を 務 め、文化 財修 理に関 する講 義 を担 当。
2017年に文化財保存修復学会業績賞を受賞。

恵美 千鶴子

東京国立博物館 百五十年史編纂室長

専門は日本書跡史。千葉大学大学院文学研究科人文科学専攻修
士課程修了。2005年より東京国立博物館に勤務、2017年より
現職。東京国立博物館では主に平安古筆の展示を担当し、図録
『藤
原行成の書 その流行と伝称』
（2016年）、
『平家納経模本の世界』
（2019年）ほか制作。主な著書は『天皇の美術史6 近代皇室イ
メージの創出』
（共著、吉川弘文館、2017年）、
『高野切と仮名の美』
（東京国立博物館、2018年）。

宇髙 健太郎 美術家 / 東京文化財研究所 客員研究員
東京藝術大学デザイン科卒業、同 大学院文化財保存学修士及び博士
課程修了。博士 (文化財)。野村美術賞、芳泉文化財団最優秀研究賞、
東京藝術大学平山郁夫奨学金賞、雪舟の里総社墨彩画公募展雪舟大賞、
同 特選等。個展 (古美術長野、松本松栄堂 )、MIHARAYASUHIRO
2014aw西陣織水墨原画 (パリコレクション )、日中美術展 (東京美
術倶楽部)、文化財保存修復学会等。美術家として現代日本絵画の制作、
研究者として墨や膠関連の材料学的研究等を行っている。

寺師 太郎

凸版印刷株式会社 文化事業推進本部

日本大学芸術学部写真学科卒業。1992年凸版印刷入社、コマーシャ
ル撮影に携わる。2000年より北米先住民の岩絵をグラフィックデザイ
ナー故粟津潔氏と調査、『ロックアート -神話そしてイマジネーション』上
梓。2011年より文化財デジタルアーカイブの技術開発、撮影に従事。
日本写真家協会会員。第37回 Japan POP Festival金賞。全国カレ
ンダー展文部科学大臣賞 (2005)、国立印刷局理事長賞 (2006)、経
済産業省情報政策局長賞 (2006)。銀賞 (2018)。

文化財リマスターサンプル プレゼント：
シンポジウム申込時に先着 100 名様に文化財リマスターのサンプ
ルをお送りします。詳しくは応募サイトをご覧ください。

主 催： 文化庁、独立行政法人日本芸術文化振興会
凸版印刷株式会社
日 時： 2020 年 9 月 22 日（祝）
開場 12 時 30 分 開会 13 時 閉会 16 時 ( 予定 )
形 式： Zoom ウェビナー

九州国立博物館 館長

1953年生まれ。東京国立博物館学芸部美術課書跡室長、資料
課長、展示課長、文化財部長、学芸研究部長、副館長（兼）独立
行政法 人国立 文化財機構 本部研究調整役を経て、2015年 4月
より現 職。著 書に『和 様 の 書』（2009 年 8月1日、日本 の 美 術
519号、ぎょうせい刊）、『文人の書』（2008年5月10日、日本
の美術504号、至文堂刊行）、『書の美』（2013年7月15日、毎
日新聞社刊）などがある。

お申し込み：
事前登録が必要です。インターネット予約
サイト (Peatix) よりお申し込み下さい。
https://nihonbungakuten2.peatix.com
＊ 参加は無料です。

平安時代に文学が数多く創作された背景に
は、「紙」の存在も大きく影響しています。
大陸から伝わったとされる紙は、当初「溜
め漉き」によって製造されていました。溜
め漉きは厚い紙をつくるのには適していま
すが、薄くなめらかな紙をつくることには
あまり適していませんでした。しかし、平
安時代につくられた「紙屋院」において、
薄くなめらかな紙を漉くことができる「流
し漉き」の技術が確立されると、和紙の質
と生産量が増加し、女性貴族の間にも和紙
が供給されるようになり、
『源氏物語』や『枕
草子』などの女流文学が数多く生まれるよ
うになりました。「紙」というメディアの
イノベーションもまた、文学に進化をもた
らしました。

墨
墨
和紙の原料「楮 ( こうぞ )」の収穫

墨は古代中国で発明され、主に「煤（すす）」
と「膠（にかわ）」から作られています。煤
は炭素を主成分とする美しい黒色顔料です
が、そのままでは水と馴染みません。膠は、
そうした煤を水中に分散させるための界面
活性剤として働きます。また乾燥した時に
は、煤を紙上に留めるための接着剤として
機能します。
伝統的な墨に使われる煤は、
「松煙煤」と「油
煙煤」に大別されます。松煙煤は、その名
の 通 り「松」を 燃 や し て 得 ら れ た 煤 で す。
平安時代末頃までの墨は基本的に松煙煤に
よるものでしたが、それ以降油煙煤も作ら
れるようになりました。松煙煤は仄かに青
灰色を帯びた不光沢な黒を示し、油煙煤は
光沢のある冴えた黒を示す傾向にあります。
この煤に膠を混ぜて練り合わせたものが、
墨となります。膠は動物の骨や皮などに含
まれるコラーゲンを分解して得られる、ゼ
ラチンを主成分とする伝統的材料です。煤
や膠、またそれらの配合比の違いなどが、
墨の色や滲み、質感に影響します。

油煙煤の皿焚き製法 ( 古梅園 )

印刷

和紙

文字
千年を超える歴史を持つ日本文学。国家創
生の歴史を綴った『古事記』
（712 年）や『日
本書紀』（713 年）が、黎明期の文学とされ
ています。これらの文学には中国から伝わっ
た「漢文」が用いられていますが、それよ
りも前から我が国には文字を持たない独自
の大和言葉が存在していました。そこに漢
字が導入されたことによって、大和言葉に
漢字をあてた「万葉仮名」が生まれ、より
情感豊かな表現が可能となりました。
平安時代に入ると、我が国独自の美意識を
重視する「国風文化」が発達し、万葉仮名
はひら仮名や片仮名へと進化しました。こ
れらが女性貴族の間に普及したことで、世
界最古の小説とされる『源氏物語』や『枕
草子』などの優れた女流文学の誕生を導き
ました。「文字」というメディアの進化が文
学の進化に大きな役割を果たしました。

印 刷

日本には古くから『百万塔陀羅尼』のよう
な「木版印刷」の伝統がありましたが、桃
山時代になると織田信長によって西洋文明
の導入が盛んになり、西洋の活版印刷に影
響を受けた「木活字」が使われるようにな
りました。また天正 18 年（1590 年）の天
正遣欧使節の帰国とともに、金属製の活字
による西洋式印刷技術も伝えられました。
文禄の役（1592 年）の際にも朝鮮から銅活
字が伝わり、これを用いた書籍も出版され
ました。しかし日本独自の漢字と仮名の混
合文や草書体に活字はあまり適しておら
ず、さらに重版の必要が生まれると多くの
活字を必要とする活字印刷は次第に廃れ、
「木版印刷」が再び主流となってゆきまし
た。また木版印刷では挿絵も印刷可能であ
ることから、「浮世草紙」が町人の間に流
行し多く制作されるようになりました。
明治時代に入ると、再び西洋から「活版印
刷」が伝わり、今度は活字に鉛合金を用い
ることで、より精密な版を組むことが可能
になりました。また西洋文明の流入は自由
な思想主義ももたらし、それまでの話し言
葉と書き言葉の乖離を埋めようとする「言
文一致運動」が盛り上がりを見せ、夏目漱
石や芥川龍之介、川端康成などによる近代
文学作品が数多く誕生してゆく契機ともな
りました。

流し漉き

文化財リマスター
文 化 財 リ マ ス タ ー
「文化財リマスター」は、かつて制作者が想いを込めて綴った原典を、現代の技術で蘇らせようと
するプロジェクトです。長い年月を経た今の姿の文化財をただ画像的に「複製」するのではなく、
オリジナルに当時使われた材料や技法、構造までをも含めて、現代の技術で「再現」することを目
指します。このプロジェクトのポイントは、「墨」と「紙」です。当時、物語を綴り、そして残す
ために選ばれた和紙の手触りや墨の色、質感までを再現することは、制作者の想いに近づくため
の手掛かりともなる筈です。文化財の価値はその外見だけにあるのではなく、制作者が選んだ材
料や、使った技法、構造なども極めて大切な要素です。
かつての制作者の意図や思いが、どのような材料を依り
代として、どのような方法で残され、そして現在私達が
見ることができているのか。この文化財リマスタープロ
ジェクトでは、画像のみに基づいた従来の印刷ではなく、
オリジナルの材料や技法、構造までをも勘案したシステ
ムを開発することで、そうした文化財のオーセンティシ
ティを踏まえた「再現」を目指しました。このアプロー
チが成功すれば、文化財の理解や活用に、新しい可能
性が開けることとなります。
国宝『紙本著色平治物語絵詞』

