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はじめに
2018年6月18日午前7時58分頃に発生した大

阪府の北部地域を震源地とする地震（以下，大
阪北部地震）は，マグニチュード6.1，死者6人，
負傷者443人という被害をもたらした。国立民
族学博物館（以下，民博）は，震源地から西に約
6kmの位置にあり，開館前の発生であったため，
民博内の来館者，教職員，大学院生に被害はな
かった。しかし，建物自体は阪神・淡路大震災以
来の地震被害となり，約3か月間の休館を余儀な
くされた。そこで本稿では，展示場と図書室に関
連する施設と，展示施設，図書室を中心とした復
旧活動を改めて振り返りながら，地震発生直後の
初動，被害状況把握のための調査と復旧計画の策
定，復旧作業を検証し，被災した博物館の災害対
応の在り方について考察する。なお，本稿は『国
立民族学博物館研究報告44巻1号』に掲載された
拙論「大阪府北部を震源とする地震で被災した国
立民族学博物館の復旧活動」1）をもとに作成した
2019年7月4日の「第41回文化財の虫菌害・保存
対策研修会」のテキストに加筆修正を加えたもの
である。また，大阪北部地震における民博の収蔵
被害の対応は，『国立民族学博物館研究報告44巻
1号』に掲載された園田直子の「国立民族学博物
館における大阪府北部を震源とする地震による収
蔵庫の被害と対応」2）を参照いただきたい。

1．被災後の初動について
1－1．被災当日の動き

大阪北部地震が発生したのち民博では，開館前
ではあったが，念のために来館者の有無と安否確
認をするとともに，館内教職員，大学院生の安否
確認をいち早くおこなった。そして，9時55分に
総務課より館長，副館長，各研究部長，センター

長，各課長に安否確認のメールが送信された。こ
の後，日髙が所属する人類基礎理論研究部長から
は，所属する研究部教員に10時03分に安否確認
のメールが送られている。また，9時36分には臨
時休館が決定され，館内メールにて一斉配信され
ている。

この一連の連絡体制は，地震による民博の情
報システムへの大きな被害がなかったことを示し
ており，このように電子メールを通じて館内教職
員で随時連絡が取れる状況にあったことは，その
後の初動を速やかに進められた大きな要因となっ
た。
1－2．復旧体制の構築

6月19日の危機管理委員会で民博全体の被害
の概要が明らかになったことを受け，被害情報に
基づいた復旧計画の立案を筆者と財務課施設係，
企画課，情報課が担当し，被害の概要調査を続け，
復旧計画の立案作業を進めていった。

6月26日，発災後2回目の危機管理委員会が開
催された。このとき館長より，国立民族学博物館
危機管理委員会規則第8条に基づき，緊急対策部
会を正式に設置し，部会長として筆者を指名した
こと，危機管理委員会のなかで大阪北部地震に特
化した内容を判断する地震対策会議を設置し，危
機管理委員会と連携しながら日々の状況について
情報を交換することの報告があり，本格的な復旧
作業の館内体制を整えた。

2．被害状況の全容解明と復旧計画の策定
2－1．被害状況

6月29日の危機管理委員会では，閉館中の民
博をなるべく早く再開させるため，大阪北部地震
の復旧について検討し，一般来館者を安全に受け
入れられるように展示場と図書室に関連する施設
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と，展示場，図書室の復旧を最優先とし，被害状
況の点検や復旧計画の立案，復旧作業を優先的に
進めた。

被害状況の点検の結果，施設の躯体そのものは
地震の揺れによるダメージを受けていなかった。
これは，阪神・淡路大震災後に実施した耐震補強
や建物上部の屋上の軽量化を図るためにおこなっ
た屋上コンクリートのはつり工事などの地震対策
の成果が表れたと評価できる。一方，建物に付属
する箇所の被害は，想定以上に大きかった。これ
は開館から40年を経るなか，付属設備の取り付
け部分の老朽化が要因のひとつとなっていたと考
える。顕著に表れた例として，…展示場の火災対策
で設置されていたケイ酸カルシウム板（以下，ケ
イカル板）の防煙垂れ壁の被害があげられる（写
真1）。ケイカル板の防煙垂れ壁は，今回の地震
で大きく破損，落下した。展示動線を汚損しただ
けでなく，もし開館中で来館者が展示場にいた場
合，けがを負わせる事故になった可能性がある。
このケイカル板は，民博開館当初から取り付けら
れ，更新がなされてこなかった設備の一つであっ
た。このように，更新の機会を得ることが難しい
設備をどのように扱うべきかについては，今回の
地震被害で明らかになった課題の一つといえる。

次に展示場の展示資料には大きな被害がでな
かった。これは，民博の展示場は，2008年度か
ら2015年度にかけて新構築がおこなわれ，すべ
ての展示場が刷新され，展示什器等が老朽化して
いない状態であったことが要因としてあげられ

る。しかし，阪神・淡路大震災に続いて，今回の
地震でも2階展示場のスプリンクラーが地震の揺
れで隣接する壁に衝突し，スプリンクラーのヘッ
ドを溶着していた蓋が外れて作動し，1階の収蔵
庫に漏水する事故が生じ，多くの資料を水損させ
た。この点は，今後の防災設備の整備事業で大き
な課題として取り組まなければならない。また，
図書室での被害は，書架やキャビネットにずれや
ゆがみが生じ，膨大な数の図書が落下した（写真
2）。
2－2．復旧計画

来館者を早期に安全に迎えるため，展示場と
図書室に関連する施設と，展示場，図書室の被害
状況の全容を明らかにしつつ，各所の作業工程を
整理し，民博の再開に向けた復旧計画を立案し
た。展示場の復旧活動では，開幕を延期した企画
展をなるべく早く開幕させるため，企画展示場，
音楽展示場，言語展示場，南アジア展示場，東南
アジア展示場があるBブロックから作業をおこな
うこととした。その後，オセアニア展示場，アメ
リカ展示場，ヨーロッパ展示場，アフリカ展示写真1

写真2
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場，西アジア展示場があるAブロック，最後に，
朝鮮半島の文化展示場，中国地域の文化展示場，
中央・北アジア展示場，アイヌの文化展示場，日
本の文化展示場があるCブロックの順番で展示場
の復旧作業をおこなうこととした。各展示場のブ
ロックの位置関係について図1に示す。

また，図書室は，暫時，転倒した棚や，変形し
た棚の復旧を進めつつ，図書の整理を複雑な判断
をせずに進められる状況であった3層，1層から
再配架の作業を開始し，その後，5層，4層，2層
の順番で作業をおこなうこととした。

これらの計画において，最終的には，最初の部
分再開を8月23日に，全面再開を9月13日に設
定することが危機管理委員会において決定され，
7月19日のプレスリリースにて正式発表をおこ
なった。

3．復旧活動
3－1．展示場と図書室に関連する施設の復旧作業

一般来館者が利用する展示場と図書室に関連
する施設の復旧作業では，まず来館者が館内に入
館するまでの動線整備と展示場内の施設を優先的
に復旧することとした。そこで，1階のエントラ
ンスでは，天井吊り金属仕上げ材のボルト，ナッ
トの緩み，外れ，部材変形の有無と照明器具の破
損状況を確認し，必要な補修をおこなった。また，
落下した天井材の取り外し可能な点検用パーツ
は，全ての点検用パーツに落下防止用ワイヤーを
設けたうえで再設置し，ワイヤーの外れ等が原因
で開いたまま閉まらなくなった排煙窓，故障した
玄関の自動扉の修理をおこなった。なお，ガラス
製の防煙垂れ壁でひび割れ，一部落下，破損した
ものは撤去したうえで，破損の可能性が低く，ま

図1

文化財の虫菌害78号（2019年12月）
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た，破損しても危険性がより少ない樹脂製シート
の防煙垂れ壁を新設した。

展示場内のケイカル板の防煙垂れ壁は，不良
部を撤去のうえ，新たなケイカル板の防煙垂れ壁
を新設し，同時に，照明や配線ダクトなどの点検
と修理を実施した。また，ボルト，ナットの緩み，
外れ，フレーム部材の変形があった天井格子フ
レーム，ゆとろぎスペースの天井アルミルーバー
は，必要な補修をおこない，破損したスプリンク
ラーヘッドを新品に交換した。また，変形した空
調吹き出し口は，変形，位置のずれを修正すると
ともに，落下した図書室の空調吹き出し口は，補
修のうえ再設置した。なお，変形したエキスパン
ションジョイントは，不良部を撤去のうえ，新
設した。また，展示場に付属している5箇所の屋
外展示パティオで破損した6枚の大型ガラスのう
ち，…5枚の大型ガラスは現状の運用では採光が不
要であるため，将来の地震時に備え，割れる恐れ
のないアルミパネルを新たに入れることとした。
加えて，パティオのずれた石質床タイルについて
は，交換をおこなった。
3－2．展示場の復旧作業

展示場の復旧作業は，まず6月22日から天井
復旧工事作業者が作業の際に接触する恐れのある
資料と，固定が十分ではない資料の撤去をおこ
なった。また，ケイカル板の防煙垂れ壁の復旧工
事をはじめとする天井工事に備えて，撤去しな
かった展示資料には，ビニールシートを被せて養
生した。これは，復旧工事に伴うホコリなどで資
料が汚損しないための処置である。この養生作業
は，日常の展示場の防虫作業に際して，同様の養
生作業を実施してきたイカリ消毒株式会社が無償
で作業を引き受け，大半の資料を養生することが
でき，速やかに展示場の天井工事がおこなえる環
境を整えることができた（写真3）。

展示場の本格的な復旧作業は，7月4日からB
ブロックを開始し，7月17日からはAブロック
の作業を，7月25日からはCブロックの作業の順
番で実施していった。この際，天井工事を実施し
ている間は，天井工事関係者以外は基本的に現場
への立ち入りを禁止とした。これは，次の工程と
なる展示資料にかかる復旧作業になるべく早く移

行できるよう，効率的に天井工事を進めるためで
ある。なお，展示場に入れない時期は，撤去した
展示資料に付いたホコリを刷毛などで除去する
作業，文化財の保存修復においては，「クリーニ
ング」と称する作業をおこない，再演示に備えた

（写真4）。そして，天井工事終了後に本格的に展
示資料再設置の作業を進めた。ここでの作業は，
高所作業は，民博の展示資料の点検を請け負って
いる外部委託業者がおこない，低い位置にある展
示資料は，基本的に標本資料係職員がクリーニン
グ作業をおこなった。

また，展示台は掃除機で清掃し，壁と展示什
器の間は，落下物の破片やホコリが多く残ってい
る箇所をほうきで掃き出した後，掃除機で清掃す
ることとした。展示ケースなどのガラス面は，ま
ず掃除機で破片やホコリを吸い取る，もしくは，

写真3

写真4
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ほうき等で破片を取り除いた後で，ホコリ取り用
のペーパータオルで仕上げ拭きをおこなった。こ
れらの作業では，怪我をしないように充分に注意
し，基本的には掃除機での清掃を徹底することと
した。ただし，拭き取りきれない汚れについては，
限定的に高圧洗浄機での清掃，あるいは水拭きを
おこなうこととした。ここで極力，水を使用しな
い清掃を心掛けたのは，梅雨の時期に入り，外気
の湿度が高く，カビが発生しやすい状況であった
ため，展示場内の湿度を上げないよう配慮したこ
とによる。
3－3．図書室の復旧作業

図書室の復旧作業は，落下した図書の再配架
が主な作業であり，ここでは全国の博物館をはじ
めとする関係機関から申し出のあったボランティ
アの力を借りて作業をおこなうことを想定してい
た。しかし，休館が長期化することが明らかにな
るにつれ，展示場で案内業務をはじめとした来館
者対応をするインフォメーションスタッフ，展示
場の警備をおこなう警備員の仕事がなくなること
に気づいた。これらのスタッフは，業務委託先か
ら派遣されているスタッフではあるが，展示場内
の運営を実質的に支えている人材であり，休館中

にほかの職業に就かれると，展示場が再開した
後，展示場の安心，安全面を支える来館者への対
応業務，警備業務に支障をきたすことは明らかで
ある。そこで，契約内容を変更する形で，イン
フォメーションスタッフには図書の復旧作業に，
警備員には被害が大きかった4階研究部の復旧作
業の補助を委託することとした。このような経緯
から，せっかくの申し出があったボランティアで
はあったが，受け入れをせずに作業を進めた。

再配架の作業は，書架の間の通路という閉塞的
な空間ではあったものの，作業に伴うホコリや，
余震による図書の落下などから作業者を守るた
め，作業者にはヘルメットとマスク，軍手の着用
を緊急対策部会長の判断として義務付けた（写真
5）。一方，閉塞的な環境での作業のストレスを
少しでも緩和することを目的に，1時間の作業を
おこなった後は，事務室奥の部屋，またはアメニ
ティルームに移動して，開放的な空間で15分の
休憩をとることとした。作業者にとって休憩は，

「さぼっているのではないか」という強迫観念も
あるようで，なかなか休憩をとってくれないこと
があるが，作業者の安全を考慮し，休憩時間の確
保を徹底することとした。

写真5
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おわりに
ここでは，大阪北部地震で被災した民博の復旧

について，一般来館者が利用する展示場や図書に
関連する施設と，展示場，図書室の復旧作業につ
いて，被災後の初動，被害状況の確認，復旧作業
の3つの活動について紹介した。あらためてこれ
らの活動を振り返ると，大阪北部地震による民博
での復旧対応は，博物館が被災した場合の復旧，
再開に向けての基本的な活動になると考える。た
だし，ここで示したモデルはあくまで大阪北部地
震で被災した民博の事例である。今後，これまで
報告されてきた被災博物館の復旧対応3）とともに
さまざまな加筆修正が加えられ，災害に強い博物
館のモデルが構築されることを期待したい。

なお，民博自身について振り返ると，大阪北部
地震で被災し休館を余儀なくされた。これは仕方
ないことではあるが，貴重な文化資源を所蔵する
博物館は，本来，より安全な空間でなければなら
ない。これは博物館の使命といっても過言ではな
いだろう。

一方，近年活発におこなわれている博物館防
災の議論，あるいは文化財等の防災の議論を概観
すると，災害が発生し，被災した博物館資料や文
化財等をどのよう救出し，一時保管し，応急措置
を施すのかという議論が主なテーマとなってい
る。すなわち，救出，一時保管，応急措置のネッ
トワーク体制を平常時にどのように構築するのか
という議論に終始するのみで，平常時の防災活動
がどうあるべきかの議論まで展開していないので
はないかと感じるのである。そこで，最後に博物
館における防災対策について，今回の経験から考
えてみたい。

博物館における防災対策では，館全体の業務
のなかに組み込まなければ，施設の防災機能を有
効に活用し，維持あるいは改修を進めていくもの
へと成長しない。このような持続可能な防災対策
を講じるには，博物館館員への教育が重要であ
り，各館に状況に応じた教育プロラムを策定する
必要があると考える。また，教育プログラムの策
定では，日常業務のなかで，関連部門が連携しな
がら，過去のリスクの洗い出し，予測されるリス
クの洗い出し，リスクを引き起こす施設要素の洗

い出しのほか，日常業務でリスクを引き起こす可
能性のある作業を特定していかなければならな
い。また，これらのリスクの特性やどのような規
模になるかを分析し，それらのリスクを防ぐため
の作業手順の整理をしなければならない。そのう
えで，博物館に潜むリスクがどのようなものであ
るかを館員が理解・共有できるための研修や理解
度の評価システム，意見交換をおこなうコミュニ
ケーションツールの開発といった教育環境を整え
ていくとになると考える。

博物館は，本来，より安全な空間でなければな
らない。これは博物館の使命である。したがって，
今回の経験をもとに，民博はより安全な博物館へ
と発展する責務を負っているといえ，私自身もそ
の役割の一助を果たしたいと考えている。
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源とする地震による収蔵庫の被害と対応」『国立民族学
博物館研究報告44巻1号』P1-P51　2019年　国立民
族学博物館

3）… 以下，被災した博物館に関する参考文献を示す
…・…宇野文男「阪神・淡路大震災と国立民族学博物館」
『民博通信No.…70』P96-P113　1995年　国立民族
学博物館

…・…神戸市立博物館編「阪神・淡路大震災による被害と
復旧」『神戸市立博物館研究紀要第12号』P17-P48　
1996年　神戸市立博物館

…・…小熊博史「新潟県中越地震における考古資料の被災
状況とその復旧について―長岡市立科学博物館を中
心に」『長岡市立科学博物館研究報告第41号』P119-
P136　2006年　長岡市立科学博物館

…・…㈱三菱総合研究所編『博物館における施設管理･リ
スクマネージメントガイドブック―基礎編』2008年　
文部科学省生涯学習局社会教育課

…・…㈱三菱総合研究所編『博物館における施設管理･リ
スクマネージメントガイドブック―実践編』2009年　
文部科学省生涯学習局社会教育課

…・…㈱三菱総合研究所編『博物館における施設管理･リ
スクマネージメントガイドブック―発展編』2010年　
文部科学省生涯学習局社会教育課

…・…徳永智子「みんぱく図書室，落下図書21万冊再配架
作業」『大学の図書館38巻2号』P22-P26　2019年　
大学図書館問題研究会

被災した国立民族学博物館の取り組み事例について


