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はじめに 

 

 本研究の主たる目的は、名古屋を中心に活躍した画家、

北川民次（1894-1989 年）のメキシコ滞在期作品―《聖書を

読む少年》（1934 年）（公益財団法人かみや美術館蔵）を自

然科学的手法を応用して調査研究し、技法材料、保存修復

の観点から学際的に解明するとともに、上記作品の修復を行

うことである。 

 本稿は、《聖書を読む少年》の自然科学的手法を用いた作

品調査と修復の報告である。 

（本研究の報告は、既に公益財団法人 日比科学技術振興

財団 第 18 回助成研究成果論文集：平成 27 年度や本学紀

要４６号に掲載されているが本稿は再編集したものである） 

 
 

作品調査から作品修復へ 

 

 まず、研究対象作品について、自然科学的手法を用いて

作品調査を行った。 

 調査方法は、全図及び部分の高精度撮影、デジタルマイク

ロスコープ撮影、側光線撮影、紫外線蛍光撮影、赤外線撮

影を行い、さらに、非接触の方法（携帯型蛍光Ｘ線装置）によ

り、使用された絵画材料の成分分析と作品全体の X 線写真

の撮影を行った。 

 これらの作品調査の結果に基づき、データの解析を行いな

がら対象作品の修復に必要な技術に関する計画（修復計

画）を立て、実際に作品修復を行った。 

  

 

■作品全図：修復前 

 

■作品裏面／側面の目視観察：修復前 

 表面からも見てとれたが、かなり荒目の画布を使用している

ことがわかる。珈琲豆を入れるような麻袋を画布として利用し

たようである。画面裏面には大きな染みが見てとれた。 

論考 
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 また、半透明の黄

色がかった地塗り塗

料と思われる白色の

層が見られた。その

層より下層に「１５３

８」と読み取れる黒

色の表記があった。          

 作品側面の張りし

ろ部分は、地塗り塗

料が塗布され 

ていないと判別され

た。 

 

 

■側光線写真：修復前 

画面全体に亀裂や

浮き上がりが観察で

きる。これは、支持

体の伸縮に起因す

るものと考えられ、

大きな亀裂は人物

部分に集中し、細か

い亀裂は人物を囲

む背景に現れてい

る。 

 これは、絵具層の

厚さの違いによるも

のといえる。人物描

写に使用されている絵具は背景に比べ厚塗りであり、衣服の

しわや折り目に沿って絵具が盛り上げられていることがわか

る。    

 特筆すべきは、これだけ亀裂や浮き上がりが見受けられる

のにも関わらず剥落が少なく固着状態が良好であったことで

ある。 

 

■部分写真：修復前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絵具層の厚さによる亀裂の大きさの違いが見てとれる（部

分写真:A、B）。額装を外した際の観察では、画面四隅の額

が触れていた部分の絵具層が剥落していた。釘頭に白色塗

料が付着していることから、側面にも地塗りが施されていた可

能性がある（部分写真:C、D）。 

 ※この他に特殊撮影では、紫外線蛍光写真、赤外線写真の調査  

   を行ったが紙面の関係で省略する。 

■Ｘ線写真 

 少量のシルバー

ホワイトを含む白色

塗料を薄く全面に

刷り込むように施し

てある。仮枠に粗

い間隔で張って下

塗り加工をした黄

麻布の一部を、現

在の枠に張って制

作したらしい。左辺

の布目と現在の釘

位置の差がそのこ

とを語る。少年の白

い服や帽子顔などの白色像が鮮明であり、シルバーホワイト

の使用が予想できるが、蛍光 X 線分析(XRF)の結果は Zn＞

Pb を示している。この分析は主に画面表層のみをとらえるの

で、表面下部に含シルバーホワイトの明暗描写があるはずで

ある。X 線像では額と帽子の間に幅広く暗い部分(髪)がある

が、実作では左半分帽子で隠れている。制作過程で構図変

更をしたようだ。この部分の XRF が主に Zn を示すのは、ジン

クホワイトで仕上げの調色をしたことを示す好例である。帽子

の右半分を見ると、当初は無帽の少年像だったようだ。主要

な輪郭線がすべて暗い像を作っている。透けて見える支持

体の色を含めて暗色の下描き線を生かす油絵本来の技法に

留意している。また、両手と聖書の位置も加筆・修正がある。 

 

■携帯型蛍光Ｘ線装置による分析 

 この分析では画面に径 3

ミリ程度の範囲にＸ線を当

て、照射範囲内にある顔料

の構成元素を検出する。こ

のため、ときには目的外の

隣接範囲のデータが含まれ

るので、目視での補正が求

められる。 

 全ての測定箇所から

Zn(亜鉛)が検出された。こ

部分写真 A：衣服／肩 部分写真 B：眼 

部分写真 C：画面／右 部分写真 D：画面／外側
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れはジンクホワイト(ZnO)と考えられ、地塗り(白)に起因するも

のだろう。Ｘ線写真では鉛(Pb)と思われる淡い像があり、下地

は薄い鉛白層の上にジンクホワイトを重ねた 2 層構造を持つ

と考えられる。蛍光 X 線では表層しか確認できない。なお地

塗りを含む白色の随所で Ca(カルシウム)が検出できた。X 線

結晶回折分析は未了であるが、下地にはおそらく炭酸カル

シウムも含むと予想できる。 

 なお、画面随所で黒色が使用されている。アイボリーブラッ

ク(骨炭)、墨の使用が推定されるが主成分の C（炭素）の原子

量があまりに小さく、ここで採用した分析法では存在の確認

ができない。 

 

 

A 背景(黒)：Zn (亜鉛)と Fe (鉄)、Ca(カルシウム)を検出した。

背景に使用される暗い褐色 

は褐色系の土性顔料であろう。見かけの色を考慮するとマル

スバイオレットの可能性が高い。この顔料は耐候性が大きい

ので近代では壁画用に好まれる。微量でも白を加えると微か

な赤味を感じさせる。下地が透けるように薄く紫褐色を塗りこ

んでいるので、刷毛目の隙間から見える下地の白の成分、Zn

と Ca が同時に検出されている。 

B 帽子(白)： Zn (亜鉛)と Fe (鉄)、Pb(鉛)、Ca(カルシウム)を

検出した。黄色味のある白色である。ZnO を基調とし、

2PbCO3・Pb(OH)2(鉛白)を混合している。Fe を含む黄褐色系

顔料(イエローオーカー)を添加し、色調調整を行なっている。 

C 髪(黒)：Fe (鉄)、Cr(クロム)、Co(コバルト)、Ca(カルシウム)

を検出。目視では、やや青味を帯びた黒色に見える。Fe を

含む褐色系土性顔料と黒色を基調に、Cr を含む緑色顔料と

Co の青色系顔料を微量に混入したものと推測される。Cr を

含む緑色には不透明色のオキサイドクロムと透明色のビリデ

ィアンが代表的である。このほかクロム酸鉛とブルシアンブル

ーの混合物であるクロムグリーンも好まれた時代があるが、Pb

の検出がないのでこの可能性はない。見かけの色味を考慮

すると、ここで使ったのは Cr203（オキサイドクロム)だろう。

CoO･Al２O3(コバルトブルー)を加えて色味を調えている。 

D 額(白)：Zn(亜鉛)と Fe(鉄)、Ca(カルシウム)を検出した。測

定箇所の絵具は、白色絵具の ZnO にわずかな黄褐色系土

性顔料によって色づけされている。 

E 眼(黒)：Fe(鉄)、Ca(カルシウム)を検出。光沢のない黒色で

ある。炭素系黒色顔料の使用が推定される。微量の褐色系

土性顔料を加えていると考えられる。 

F 眼(白)：Zn(亜鉛)と Fe(鉄)、Ca(カルシウム)を検出。ZnO が

基調色である。陰影に黒色と褐色系土性顔料を混入した絵

具を使用し、眼球の丸みを表現している。 

G 頬(肌色)：Zn(亜鉛)と Fe(鉄)を検出した。やや黄色味のあ

る肌色である。ZnO と Fe を含む黄褐色系および赤褐色系土

性顔料の混合と考えられる。陰影部分に微量の黒色混合し

ている。絵肌は滑らかで厚く塗られている。 

H 唇(暗赤褐色)：Zn(亜鉛)、Fe(鉄)、Hg(水銀)、Ca(カルシウ

ム)、Pb(鉛)を検出。褐色系土性顔料を基調色とし、わずかに

HgS(水銀朱)を加えて赤味を与えている。 

I 聖書(赤)：Zn(亜鉛)と Fe(鉄)、Hg(水銀)を検出した。鮮明な

赤色である。 HgS(バーミリオン)を主に、赤褐色系土性顔料

を少し加えたようだ。追加調査で、聖書の側面から Al(アルミ

ニウム)の痕跡を検出した。バーミリオンに透明なレーキ系の

赤を重ねて赤の鮮やかさを強調していることが分かる。Ｘ線

写真から聖書は白い衣に重ね書きしていることが分かるので、

Zn は隙間から見える下層だろう。 

J 聖書(褐色)：Zn(亜鉛)と Fe(鉄)、Hg(水銀)を検出した。暗い

褐色を呈している。Fe を含む赤褐色系土性顔料と HgS を混

色しているが、I 聖書(赤)と比べ赤褐色系顔料の割合が多い。

赤外線反射写真で暗く写っていることから炭素系黒色顔料

の混合も推測される。 

 

K 聖書(黒)：Zn(亜鉛)、Fe(鉄)、Ca(カルシウム)、Pb(鉛)を検

出した。聖書の黒い表紙は炭素系黒であろう。軽元素のため

この分析法では確認できない。少量の白色のジンクホワイトと

鉛白で微妙な濃淡の変化を付けている。 

測定箇所 
検出元素 

／主な推定顔料 

記号 描画内容 色味  

A 背景 黒(暗褐色) 
Zn, Fe, Ca 

／褐色系土性顔料、黒色顔料、マルスバ

イオレット 

B 帽子 白・黄 
Zn, Fe, Pb Ca 

／ジンクホワイト、シルバーホワイト、

黄褐色系土性顔料 

C 髪 黒(濃紺) 
Zn, Fe, Cr, Co, Ca 

／褐色系土性顔料、オキサイドクロム、

コバルトブルー、黒色顔料 

D 額 白 
Zn, Fe, Ca, 

／ジンクホワイト、シルバーホワイト 

E 眼 黒 
Zn, Fe, Ca 

／褐色系土性顔料 

F 眼 白 
Zn, Fe, Ca 

／ジンクホワイト、褐色系土性顔料 

G 頬 肌色 
Zn, Fe 

／ジンクホワイト、黄褐色系土性顔料 

H 唇 暗赤褐色 
Zn, Fe, Hg, Ca, Pb 

／褐色系土性顔料、バーミリオン、シル

バーホワイト 

I 聖書(右) 赤 
Zn, Fe, Hg 

／赤褐色系土性顔料、バーミリオン 

J 聖書(左) 褐色(暗) 
Zn, Fe, Hg 

／赤褐色系土性顔料、バーミリオン 

K 聖書(表) 黒 
Zn, Fe, Ca, Pb 

／褐色系土性顔料、シルバーホワイト、

黒色顔料 

L 爪 白 
Zn, Fe, Pb, Ca 

／ジンクホワイト、シルバーホワイト 

M 手首(右) 褐色(暗) 
Zn, Fe, Pb, Ca 

／ジンクホワイト、褐色系土性顔料、シ

ルバーホワイト、黒色顔料 

N 服 白 
Zn, Fe 

／ジンクホワイト 

O サイン 赤褐色 
Zn, Fe, Ca 

／ジンクホワイト、赤褐色系土性顔料 

P 背景 黒(暗褐色) 
Zn, Fe, Ca 

／褐色系土性顔料、黒色顔料 
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L 爪(白)：Zn (亜鉛)、Fe (鉄)、Pb(鉛)、Ca(カルシウム)を検出

した。「B 帽子(白)」 や「N 衣服(白)」に比べ Zn の検出が大

きい。黄褐色系土性顔料によってわずかに色味の調整がさ

れている。 

M 手首(褐色)：Zn (亜鉛)、Fe (鉄)、Pb(鉛)、 Ca(カルシウム)

を検出した。赤褐色および褐色系土性顔料を基調色とし、

ZnO の白色をわずかに加えている。 

N 衣服(白)：Zn (亜鉛)と Fe(鉄)を検出した。「B 帽子(白)」より

も ZnO の検出が顕著である。使用顔料帽子とほぼ同じだが、

混合比を変えることで描き分けを行なっている。布のひだや

陰影表現に少量の黒色を使用している。白色絵具の下層に、

褐色系土性顔料(アンバー土)の層が塗布されている。 

O サイン(赤褐色)：Zn (亜鉛)と Fe (鉄)、Ca(カルシウム)を検

出した。色調は赤褐色レッドオーカーに近い。『一九三四 北

川寫(「写」の旧字の行書体)』と描かれている。 

P 背景(黒)：：Zn (亜鉛)と Fe (鉄) 、Ca(カルシウム)を検出。

「A 背景(黒)」と検出元素は変わらないが、混合する絵具の

比率を変えることで、色調の調整を行なっているものと推測さ

れる。 
 
 追加調査で、白色の衣服と帽子、および手首の一部（白

さが目立つ部分）の複数部分から Si(ケイ素)がの存在が

確認された。結晶形は未確認であるが、ケイソウ土もし

くは陶土（カオリン）、シリカなどの併用が考えられるが、

使用目的の考察は今後に機会を設けたい。 

 

【修復方針】 

 本作品は、埃や汚れの蓄積によって汚損しており、背景部

分にはワニスの白濁もみられる。また、絵具層全体に亀裂が

生じている。亀裂や冠水に伴って変形がみられ、光沢のムラ

やワニスの白濁が作品鑑賞の妨げとなっている。 

 画面洗浄を行ない、これらを除去する。また、作品を安全に

取り扱えるようにするため、張りしろの補強を行ない新たな麻

布を接着後、木枠に張り直す。 

 裏面は全体に色調が暗く、汚れが蓄積している。清掃と洗

浄によってこれを除去する。補彩は、充填箇所や剥落部分に

最低限行ない、鑑賞しやすい状態にする。画面全体に生じ

ている乾燥亀裂に伴う浮き上がりには膠水溶液を用いて加

温し圧着する。 

 最後にワニスを塗布することで、光沢を整え画面を保護す

る。 

 

【修復工程】 

 ■修復前の状態調査（耐溶剤テストを含む）・修復計画

の立案 

 作品の状態を詳細に調査し、絵具層の各種溶剤に対する

反応を試験し、画面洗浄剤の修復作業に使用する材料の検

討を行なう。耐溶剤テストの結果を踏まえ、本作品の修復計

画を立案した。 

■剥落止め 

 膠水溶液 10%で捨て膠

（※１）を施す。これ以上の

亀裂・剥落を抑えるため、

浮き上がりの顕著な箇所

に膠を差す。劣化に伴い

接着剤が吸収されやすく

なった作品は、膠を差しても接着力が弱まってしまうため、吸

収を抑える目的でも捨て膠を行なう。 
                   ※１：仮止め接着と溶剤の染み込み過ぎを防ぐ 

 

■張り代の修正 

 今後の修復作業を行い

やすくするため、作品の張

りしろの折れ癖を平滑にし

た。張りしろに水分を与え、

加温・加圧しながら平らに

なるよう修正した。               

 

■裏面清掃・洗浄 

 作品の裏面には汚れや

埃などが蓄積すると湿気

が溜まり、黴などの悪影響

をもたらす可能性がある。 

 従って、作品を木枠から

外し、ミュージアムクリーナ 

 ーを用いて裏面に蓄積した埃を除去した。さらに、天然ゴム   

 を用いて汚れを吸着させた後、精製水を含ませた綿棒を用  

 いて裏面全体の洗浄を行なった。 

 

■変形修正 

（仮枠張り込み） 

 今後、安全に作品を取

り扱えるよう支持体四辺に

新たに麻布を接着し、仮

枠に張込み変形修正を行

なった。 

 

■浮き上がり接着 

 絵具層、地塗り層の亀

裂、浮き上がり箇所に 10%

の魚膠溶液を差し、シリコ

ンシートをあてて電気ゴテ

で加温接着した。 
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■画面洗浄 

 画面は経年による埃と

汚れの蓄積によって暗色

化や白濁が見られ、鑑賞

の妨げになっていた。精

製水とエタノール 15％溶

液（ミネラルスピリットで希   

                      釈）を用いて除去した。 

 

■木枠張り込み  

 作品を安全に保管し、

鑑賞しやすい状態にする

ため、再度木枠に張り込

む。木枠寸法に合わせて

仮枠から取り外した作品

を、清掃したオリジナルの 

                      木枠に張り込んだ。 

 
■充填整形 

 膠水溶液 13:1 に石膏

を混合したペーストを用

いて、画面の剥落部分を

充填し整形を行なった。 
 

 

 

■下塗り補彩 

 充填整形した箇所に、

水彩絵具を用いて補彩を

行なった。 
 

 

 
                         

■ワニス塗布 

 今後、補彩絵具を除去

できるように 10％ダンマ

ル樹脂ワニスを刷毛で塗

布した。その後、光沢ムラ

を均一にする目的で 5％

ダンマル樹脂ワニスを刷    

                    毛撫でるように塗布した。 

 

■補彩 

 作品を鑑賞しやすくす

るため、溶剤型アクリル絵

具で欠損部分や充填箇

所を周囲の色調に合わ

せて補彩した。 

■保護ワニス 

 画面保護の観点から、

ダンマル樹脂ワニス 20％

をコンプレッサーで噴霧

し、光沢を均一 に整え

た。 

 

 

■額の修復 

 額の修復（埃の除去、

欠損部分の充填、補彩

等） も行った。 

 

 

 

 

■作品管理のための処

置 

作品管理のため、また本

作品の修復歴を示すた

めに、「修復完了日、研

究室名、修復担当者」を

記入したラベルを、 画面

裏木枠の中桟と額縁裏

面の上辺の右側にでん

ぷん糊（ヤマト糊）で貼り

付けた。 

 

【作品に付加した修復材料】 

 

【所見】 

 《聖書を読む少年》の修復前の状態調査では、埃や汚れ

の蓄積、背景部分のワニスの白濁、絵具層全体の亀裂と浮き

上がり、冠水に伴っての変形、光沢のムラやワニスの白濁な

どがみられた。 

 一方で、作品全体の乾燥が少なく画面を触ると適度な柔軟

性が感じられ、絵具の固着力が良好に保たれおり、剥落部

商品名/製品名 使用用途 除去方法 

ダンマル樹脂 保護ワニス テレピンに溶解

ボローニャ石膏 

＋膠水溶液 

絵具層、地塗り

層の欠損部充填 
水に溶解 

Winser&Newton 社

透明水彩絵具 

下塗り補彩 水に溶解 

GOLDEN 社  

MSA 溶剤型 

アクリル樹脂絵具 

補彩 ミネラルスピリ

ットに溶解 
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分が少なかった。 

 このことは、これまでの研究で明らかになったテンペラ画な

どで使用するエマルジョン（分散液）を媒材として用いたこと

を裏付けるものであり、今回の修復過程においてもその技法

を確認することができた。 

 

■作品全図：修復後 
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