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①水損史料取扱時（レスキュー

現場）の服装・装備 

・帽子 orヘルメット 

・ゴーグル or防塵メガネ（目

に汚水やゴミが入るのを防ぐ） 

・シャワーキャップ 

・防塵マスク 

・タオル 

・長袖・長ズボン（作業着がベ

スト） 

・長靴 or作業靴（鉄板入り） 

・名刺 orつり下げ名札 or腕章

orガムテープに所属・氏名を

書いて腕や胸にはっても可 

・厚手で長めのゴム手袋（軍手

を中にはめるのも可） 

・水筒（手や目を洗える水がベ

スト） 

・ウエストポーチ（雨具、塩分

補給の飴、救急セット、貴重

品、携帯電話などの荷物をひと

まとめ） 

・懐中電灯（電池が長持ちする

ＬＥＤライトがベスト） 

・トランシーバー 

・史料ネット作成のチラシ（史

料ネット活動が掲載された地元

新聞記事があればベスト） 

 

②水損史料取扱時（室内での修

復）の服装・装備 

・ゴーグル or防塵メガネ（目

に汚水やゴミが入るのを防ぐ） 

・シャワーキャップ 

・防塵マスク（DS2以上） 

・タオル 

・長袖・長ズボン（作業着 or

エプロン着用がベスト） 

・薄手の天然ゴム手袋 

 

③蔵出しグッズ 

○現状記録 

・クリップボード、Ｂの鉛筆・

油性ペン、現状記録用紙、メジ

ャー（コンベ or布製）） 

・デジカメと記録メディアの予

備（充電アダプターと換えの電

池があればベスト） 

○解体 

・工具類（木槌、金槌、ペン

チ、のこぎり、カッター、ドラ

イバー、バール、釘抜き、ハサ

ミなど） 

○消毒 

・霧吹き 

・エタノール（無水でもかまわ

ないが 76.9～81.4vol%がよ

い） 

・ウェットティッシュ 

○養生と搬出 

・ゴミ袋（透明、大中小のサイ

ズ、90㍑用 2枚で襖を覆え

る） 

・プチプチ 

・薄葉紙 

・中性紙封筒 

・紙座布団 

・毛布 

・コンテナ orメッシュコンテ

ナ（なければプラスチック製衣

装ケースでも可） 

・段ボール 

・ガムテープ or養生テープ 

・荷札ラベル 

○乾燥 

・業務用扇風機 

 

＜以下の作業、現状記録用のデ

ジカメ、服装のマスク・手袋着

用などは省略＞ 

④自然乾燥・送風乾燥グッズ 

○容器 

・メッシュコンテナ orザル 

○クリーニング 

・ブラシ類（刷毛、歯ブラシ、

洗車ブラシ） 

○消毒 

・霧吹き 

・エタノール（無水でもかまわ

ないが 76.9～81.4vol%がよ

い） 

・キッチンタオル 

○固着展開 

・へら orパレットナイフ orバ

ターナイフ 

・ピンセット 

・レーヨン紙 

○乾燥 

・扇風機 

・防鳥ネット 

・トタン板 orプラスチック段

ボール 

・シーツ 

 

⑤冷凍処置グッズ 

○消毒 →④と同じ 

○固着展開 →④ 

○ナンバリングと現状記録 

・ふせん（和紙か中性紙コピー

用紙を使用。あれば耐水紙で） 

・Bの鉛筆 

○保管 

・ビニール袋（横帳が収納でき

るくらいの大きさ） 

■水損史料の搬出・乾燥修復・補修用グッズ一覧 
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・冷凍庫（ホームセンターなど

で購入、100㍑で対応可） 

 

⑥吸水乾燥グッズ 

○消毒 →④と同じ 

○固着展開 →④と同じ 

○吸水 

・新聞紙 

・セルロース系スポンジ 

・セームタオル 

・キッチンタオル 

・段ボール 

○史料保護 

・不織布 or網戸の網（グラス

ファイバー製） 

 

⑦史料洗浄グッズ 

○消毒 →④と同じ 

○固着展開 

・へら 

・ピンセット 

・史料が入るくらいの大きめの

パレット 

○洗浄 

・精製水（浄水機能で濾過済み

の水道水でも可） 

・アクリル板（文書の下に敷

き、洗浄時の支持体となる） 

・不織布（ポリエステル製の水

切りゴミ袋で可） 

・刷毛 

・筆（書道用 or絵画用） 

・網戸の網（グラスファイバー

製）（文書を挟んで洗ったり、

水から取り上げる際に支持体と

して利用） 

・精製水（浄水機能で濾過済み

の水道水でも可、シャワー機能

があると便利） 

○吸水乾燥 →⑥と同じ 

○接続作業（継や付箋が外れた

場合） 

・糊（小麦 orデンプン 100％

のもの、防腐剤・ホルマリンが

使用されていないもの、洗濯

糊・CMCで代用可） 

・「ぞうさん」（スチ糊用注入

器） 

・小筆 or刷毛 

・小皿 or小さめのパレット 

 

⑧真空保管グッズ 

○保管 

・ビニール袋 

・ジッパー付き食品保存用ビニ

ールパック 

○真空 

・家庭用真空パックマシーン 

・ふとん圧縮袋 

○吸湿 

・シリカゲル 

○脱酸素 

・「エージレス」（脱酸素剤） 

（モルデナイベとセットで） 

⑨史料補修グッズ 

・小皿 or小さめのパレット 

・糊（小麦 orデンプン 100％

のもの、防腐剤・ホルマリンが

使用されていないもの、洗濯

糊・MCで代用可） 

・「ぞうさん」（スチ糊用注入

器） 

・小筆 or刷毛 

・補修用の手漉き和紙（典具帖紙） 

 

⑩水損アルバム処置グッズ 

○クリーニング →④と同じ 

○消毒 →④と同じ 

○固着展開 →④と同じ 

○写真複製 

・デジカメ orスキャナ 

・DVD-R（焼き付けて史料所

蔵者にあげる） 

・DVDドライブ付きノート

PC 

 

⑪屏風・襖下張り剥がしグッズ 

○木枠解体・引き手はずし 

・バール、木槌 

・カジヤ orインテリアバール 

・ニッパー 

○現状記録 →③と同じ 

○下張り剥離 

・霧吹き 

・ビニールシート 

・レーヨン紙 

・刷毛、小筆 or綿棒 

・へら orパレットナイフ orバ

ターナイフ 

・カッターナイフ 

 

⑫保管 

・中性紙箱、封筒 

・防虫剤 

・除湿剤 

 

（松下正和作成） 


