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今、なぜ文化財修理史なのか―

「日本的なもの」を求める気運が醸成されつつある現代において

「日本文化」の発信源としての「文化財」の本質を解明する。

日本近代の文化財修理史において︑﹁復原﹂をめぐる保存思想はどの

ように形成されたのか︒本書は︑主として国宝保存法︵一九二九〜五〇︶

が適用されていた昭和時代前半期の建造物修理に焦点をあて︑歴史的建

築の形や色の﹁復原﹂のみならず︑工事施工や調査手法などの修理工事

の技術的側面を含めてその実態を解明し︑当時の修理技術者たちの保存

思想について論じるものである︒そして︑昭和九︵一九三四︶年に開始さ

れた法隆寺昭和大修理の現場を中心に︑日本近代に固有の建築保存方法

論が確立されたということを指摘し︑建築を﹁保存﹂するという行為そ

のものに内在している本質的な問題についての考察を加えつつ︑それが

……

現代の保存に何を示唆しているのかを問い直す︒
︵中略︶
……

今日我々が目にすることのできる﹁文化財﹂は︑たまたま近代までに残っ

た遺物が凍結的に保存されて伝来したものではなく︑近代国民国家の形

成過程において︑優れて政治的な意図のもとに創り出されたものであっ

・・・

たことは諸先学が等しく指摘するところである︒すなわち﹁文化財﹂と

示 されたものであ

プレゼンテーション

は︑その一面において︑近代人によって日本の過去の遺物が再解釈され︑

……

あるべき ﹁日本の伝統﹂ として国民に向けて 提
った︒
︵中略︶
……

現在︑﹁日本的なもの﹂を模索する政治社会的・文化芸術的な動きが

あるなかで︑その発信源としての日本の﹁文化財﹂が創造され維持され

・・・・

る仕組みを解明することは︑建築史家や美術史家のみならず︑現代のあ

らゆる創造者にとっても意義があるだろう︒

それは︑とりもなおさず︑木造古建築の精華を眼前にして︑近代の修
・・・・ ・ ・
理技術者たちと自らとの距離を計測することにほかならないのである︒

︵﹁序論﹂より抜粋︶
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