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はじめに

1.3.修理前寸法

本発表は２０１５年度に愛知県立芸術大学文化財保存修
復研究所で修理および調査を行った、教圓寺（愛知県長久
手市）に伝わる絹本掛幅「阿弥陀如来像」と、金地六曲一双
「松梅図屏風」の修理報告である。
掛軸の「阿弥陀如来像」は損傷が激しく、図像の確認が肉
眼では難しいほど汚損が進んでおり、尊像部分以外の画絹
がほぼ失われていた。一方、六曲一双「松梅図屏風」は、金
箔地に勢いのある筆致で墨絵の松・梅が描かれた江戸期の
堂々たる作品であるが、箔地の傷みが進み市松模様のように
変色している。また、金箔地と思われた箔は変色の様子や光
学調査の結果から、本金ではない可能性が示唆され、さらに
落款部の改変や、もとは無い笹葉の加筆も確認された。本発
表は、以上２件の修理過程における調査に基づき、両図像
が当初どのような状態であったのか検証を試みるものである。

表具総寸法

丈 155.6 ㎝×幅 56.3 ㎝

本紙寸法

縦 86.2 ㎝×横 34.5 ㎝

像高

丈 61 ㎝×身幅 17 ㎝

一文字

なし

中廻・風帯

黄土地蓮唐草紋金襴

総縁

紺地八藤紋銀欄

1.4.解体過程
本紙裏から旧増裏紙およびその下の旧肌裏紙を除去した
結果、背景部分は本紙とは全く別物の絹布が全面に貼り付
けられており、絹の「共裏」であることが確認された（図５～７）。
本紙部分には肌裏紙が残されていたが、経年劣化で本紙と
一体化しており、修理では無理に除去せずそのまま残した
（図８）。周辺の共裏を除去すると現状の様子が大きく変化す
るので、所蔵主の意向を伺うまで保持していたが、除去する
方向となり全て取り去った(図９)。残った当初の尊像周辺の輪
郭は鋭利であり、刃物で切り取られた跡に見える（図１０）。

1．阿弥陀如来像
1.1.概要
教圓寺は寺伝によると、尾張国岩作村（現愛知県長久手
市）に永禄元年（1558）に創建されたとされ、長久手合戦以
前の段階で恵心僧都筆の弥陀画像を預かったことが、文政
五年（1822）成立の『尾張徇行記』に示されている。宝永年間
（1704～1710）の再修理を示す箱の裏書にも「本尊恵心僧
都御筆」と記されており、教圓寺では長く本図を恵心僧都筆
の画像として伝えている。

1.5．赤外線調査
赤外線画像からは正面相の体躯の良い阿弥陀像が見て
取れ、卍繋紋や花紋等の文様痕も確認できた。文様の密度
はやや粗めか。過去の修理で切り取られた際、足下の蓮座
は失われたようである。阿弥陀如来は真正面を向いて下品上
生の来迎印を結ぶが、虚空に光条は見当たらない。また腹
部の衣が上に盛り上がっている（図１１）。
相貌はやや寄り目勝ちで、方便法身像で良く見る二本の鼻
梁線が見られない。また額の形が卵形に丸い（図１２）。
卍繋紋や花紋は、籠目紋など文様については多くの阿弥
陀如来像同様に、全身に確認できる（図１３）。

1.2.修理前状況
修理前の本図は、本紙全体が黒く変色し擦り傷、亀裂、剥
落等の損傷が激しく、尊像の様子が判別しがたい状態であっ
た（図１）。尊像の一周り外側は不自然な形で変色しており、
修理前調査によって当初の絹は尊像周りまでしか残存して
おらず、他はすべて補絹であることが確認された（図２～４）。
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図２ 阿弥陀像頭部

図７ 本紙共裏の除去

図３ 尊像周辺の測光写真

図１ 修理前
図８ 本紙肌裏のようす

図４ 顕微鏡写真（左が本紙側）

図９ 尊増周囲の共裏除去

図１０ 本紙のみ

図５ 総裏紙の下の共裏

図１２ 赤外線撮影（相貌）

図６ 共裏肌裏紙の除去。表から墨での補彩に
より尊像周囲の肌裏紙が黒くなっている。

図１１ 赤外線撮影

※本稿は一般社団法人文化財保存修復学会 第３８回
大会 於神奈川 ２０１６年６月２６日（日）東海大学 湘南キ
ャンパスで発表したものを再編集したものです。

図１３ 卍繋紋や花紋
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2．松梅図屏風
2.1.寸法、仕様
左隻（図１４）
総丈
本紙
第一・六扇
〃
第二～五扇

修理前
168.5 cm
丈 155.1 cm
×幅 53.0cm
丈 155.1 cm
×幅 59.7cm

修理後
171.6 cm
丈 157.1 cm
×幅 54.2cm
丈 155.0 cm
×幅 60.5cm

右隻（図１５）
総丈
本紙
第一・六扇
〃
第二～五扇

169.0 cm
丈 155.1 cm
×幅 53.0 cm
丈 155.1 cm
×幅 60.0 cm

171.7 cm
丈 157.1 cm
×幅 54.2 cm
丈 155.0 cm
×幅 60.5 cm

（共通）

修理前

修理後

小縁

幅 0.8 cm
萌葱地草花紋金襴

無し

大縁
襲木

幅 5.9 cm
紺地桧垣草花紋裂
無し

裏貼

鳥襷紋唐紙

幅 5.3 cm
別上緞子 珠光柄
幅 1.4 cm
厚 1.8 cm
黒塗・飾金具付
鳥襷紋唐紙

図１４ 左隻（修理後）

図１５ 右隻（修理後）

2.2.修理前状況
汚損、金箔層の剥落のほか、本紙および下地に鼠や虫害
による大きな欠損が見られた。また大部分を占める箔の変色
にムラがあり（図１６）、本紙全体には黄色塗料が塗布されて
いるようであった（図１７）。さらに右隻の落款部分には元々の
落款を消そうとした跡と、「守信」印が見られる。元の落款は
一部見えるが判読できず、後補の箔は変色の様子から、銀
含有量が多いと考えられる（図１８）。

図１６ 右隻部分
墨で描かれる松と箔下地。箔ごとに経年変化の
差が見られ、黒色化の進んでいる箔は銀含有量
が多いと考えられる。

2.3.修理方針
屏風下地、襲木、飾金具を新調するため解体し、本紙はク
リーニングと欠損箇所の補修を行った。裏貼下からもう一層
別の鳥襷紋唐紙が現れたことや（図１９、２０）、左隻第六扇三
～四紙にかけて継接ぎされた短冊状の箔の補修跡があり、
過去に修理歴があったことが判った。変色の様子から前オゼ
を利用したものと考えられる（図２１）。欠損の修理処置では、
土粉雁皮と米粉雁皮に水金箔を貼った補修紙で繕い、さら
に補彩して本紙の色合いに馴染ませている（図２２）。
2.4.紫外線・赤外線調査
紫外線調査を行ったところ、左隻第六扇の笹葉に若干の
蛍光反応が見られた。笹葉は他に右隻第二・三扇と左隻第
五扇に描かれるが、赤外線調査により、これらとは僅かに異
なる墨濃度と筆勢であることが認められた。さらに、この左隻
第六扇の笹葉のみ、煤出しの際に赤色系色素の表出が見ら
れたことから、後補で描き足されたものと考えられる（図２３）。

図１７ 右隻部分（左）、本紙端切れ（右）
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図２０ 新調した裏貼

図２１ 短冊状の補修跡

図１８ 右隻第一扇・落款部分（上）
元の落款箇所に後補で箔が貼られる（左下）
瓢箪型の「守信」印（右下）
図２２ 左隻補修部分（左：修理前、右：修理後）

図２３ 左隻・笹葉部分（上）
煤出しで表出した赤色系色素（下）

図１９ 裏貼下からもう一層裏貼が出てきた（上）
修理前の裏貼（左下）、下層の裏貼（右下）
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