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「複合媒材（ミクスト・メディア）」は、二種類
以上の素材や技法の組み合わせにより構成
された美術作品に対して用いられる比較的新
しい用語である。しかしながら、そのような作品
は現代美術を収蔵する美術館ばかりでなく、
各時代の多種多様な資料を扱う美術館や博物
館のコレクションにおいても数多く認められる
のが現状である。アーティストは表現の可能性
を求めて新たに誕生した素材を美術に応用し
つづけるが、物性や耐用年数などが明瞭でない
新しい素材は、美術作品において想定外の劣化
を引き起こしている例も少なくなく、材料の複合
化が作品の保存や修復をより困難にしている
ことは否めない。そのようないわゆる「複合媒材
（ミクスト・メディア）」の美術作品を永く公開可能
にするためには、われわれはどのように保存・
管理すべきなのだろうか？
このような問いを出発点とし、保存修復に関
する美術館のネットワーク構築を長期的な目標
と定め、われわれ金沢21世紀美術館は、まず
海外における先進的な取り組みを市民とともに
学ぶことから始めることにした。今回のシンポ
ジウムはその嚆矢であり、海外の美術館で作品
の保存と修復に携わる3名の専門家を招聘し、
彼らがそれぞれの美術館において実践して
いる対処法を手がかりとしながら、今後の美術
のコレクションの保存と修復について考察する
ことを目的とした。彼らの事例報告やパネル
ディスカッションを通して、各館における課題が
共有されたこと、その課題の解決に向けて各館
が協力していくこと、さらには予防保全（日常的
な状態管理を徹底し、環境の変化から作品の安全を

確保すること。修復は可能な限り最小限にとどめる

ことなど）の概念や方法が現代美術の保存修復
において有効であることが確認されたことは
大きな収穫であった。

（内呂博之）

国際シンポジウム：「複合媒材」の保存と修復を考える
International Symposium: Thinking about the Conservation and Restoration of “Mixed Media” 

“Mixed Media” is a relatively new term used 

to refer to artworks that are composed of a 

combination of two or more materials and 

techniques. Such works are not only ob-

served in museums that specialize in collect-

ing contemporary art however, but can also 

be found in the collections of both art and 

history museums that deal with a wide variety 

of materials pertaining to each era. Although 

artists continue to apply innovative materials 

to art in the pursuit of expressive possibilities, 

we find more than a few instances in which 

new materials whose physical properties and 

durability are in the first place unclear have 

caused unexpected deterioration in artworks, 

and it is undeniable that the use of composite 

materials complicates the conservation and 

restoration of a work. Under such circum-

stances, what steps to preserve and care for 

such so-called “mixed media” artworks can 

we take to ensure their long-term availability 

to the public? 

 With this question as a starting point, we 

came to establish our long-term objective of 

constructing a museum network concern-

ing the conservation and restoration of art-

works. In doing so, we at the 21st Century 

of Contemporary Art, Kanazawa, began by 

learning along with the general public about 

the advanced initiatives and approaches that 

are currently being implemented overseas. 

For the symposium that served as start of 

this endeavor, we invited three experts in-

volved in the conservation and restoration of 

artworks at overseas museums with aims to 

think about the conservation and restoration 

of art collections, while drawing inspira-

tion from their own respective practices. 

The symposium had resulted in significant 

achievements, serving as an opportunity to 

share the challenges faced by the museums 

through case reports and a panel discussion, 

with each museum coming together to co-

operate in resolving these issues. What was 

further recognized was the importance of 

“Preventive Conservation” that attempts to 

minimize future restoration by ensuring the 

safety and protection of works from environ-

mental changes, thus confirming how such 

concepts and methods prove effective in the 

conservation and restoration of contempo-

rary works of art.

(UCHIRO Hiroyuki)
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開催日時：2017年12月16日（土）10:00–16:30 

会場：シアター 21

定員：100名
料金：無料

基調講演：フラヴィア・ペルジーニ 

（アソシエイトオブジェクトコンサベーター、
ボストン美術館／アメリカ）

パネルディスカッション：
フラヴィア・ペルジーニ （基調講演者）
柳 蘭伊（リュウ・ナニ） 
（コンサベーター、サムスン美術館リウム／韓国）
クリステル・ペスメ（コンサベーター、M＋／香港）
モデレーター：
内呂博之（コンサベーター、金沢21世紀美術館）

国際シンポジウム：「複合媒材」の保存と修復を考える
International Symposium: Thinking about the Conservation and Restoration of “Mixed Media”

Period: 2017.12.16 (Sat.)  10:00–16:30

Venue: Theater 21

Capacity: 100

Admission Free

Keynote Speech: 

Flavia PERUGINI (Associate Objects Conservator,

Museum of Fine Arts, Boston / USA)

Panel Discussion:

Flavia PERUGINI (Keynote Speeker)

Nani LEW (Conservator, Leeum, 

Samsung Museum of Art / Korea)

Christel PESME (Conservator, M+ museum Limited 

/ Hong Kong)

Moderator: Hiroyuki UCHIRO (Conservator, 

21st Century Museum of Contemporary Art,

Kanazawa / Japan)


