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1．はじめに
北海道白老町に国立アイヌ民族博物館の開館

が予定されている。国立アイヌ民族博物館は民族
共生象徴空間の中核施設であり，アイヌ民族の歴
史・文化等に関する正しい知識と理解の促進を目
的とした博物館である。旧石器時代から現代まで
を対象とした北海道・東北地方並びに周辺地域と
の関わりを含めた展示を行い，研究・情報発信の
拠点としての役割が求められている。

国立アイヌ民族博物館の開館に向けて様々な
準備業務を進めているが，その一つとして，アイ
ヌ民族資料の収集保管に関する業務（以下，収集
保管業務）がある。これは，展示・収蔵を行う資
料の収集に加えて一部の資料の仮保管を行う業務
であり，中でも，資料の仮保管は新設館の収蔵庫
の状態が整うまで継続するため，資料のコンディ
ションを維持しつつ仮保管を行わなければならな
い。安定した環境下で仮保管を行う必要性から，
資料の仮保管場所を設置して保管環境の安定化に
関わる活動を実施してきた。

寒冷地となる北海道においても，総合的有害
生物管理（以下，IPM）に関する活動は本州等の

他の地域と同様に重要である。実際，収集保管業
務で集められた資料の中には，虫菌害により汚損
した資料が複数存在していた。また，収集前の資
料に対して保管環境の調査を行ったことがある
が，食菌性のダニと見られる害虫が一つの調査用
トラップに550匹程捕獲された例もあった。資料
は様々な状態や過去の保管背景を持つため，IPM
における虫菌害の防除対策は，寒冷地においても
保管中の資料の劣化リスクを取り除く重要な活動
と言える。

本稿では，寒冷地におけるアイヌ民族資料の保
管と虫菌害の防除対策について記載する。国立ア
イヌ民族博物館の開館準備で進めた仮保管場所で
の活動を取り上げ，虫菌害の防除対策を視座に実
施した，温湿度制御値や虫菌害対応の検討，温湿
度維持のための事前調査，仮保管場所の環境整備
について記して行く。

2．仮保管時の温湿度制御及び虫菌害対応の検討
アイヌ民族資料は，彫刻の入った小刀の鞘や木

製品，ガラス玉の首飾り，刺繍の入った衣類，和
人の絵師がアイヌを描いた絵画など様々である。

表1　仮保管時の温湿度制御値の検討

項目

温　度

高湿度 100%

55～65％
50～65％
50～55％
45～55％

低湿度 45％以下

湿　度
（相対湿度）

中湿度

IIC，ICOM等の温湿度基準

約20℃

左記に該当するアイヌ民族資料

現状，該当資料なし

文書・民具・衣類・漆器等が該当

出土遺物
（保存処置前のもの, 防黴処理が必要）

約20℃（人間にとって快適な温度）

紙・木・染織品・漆
毛皮・植物標本等が該当
絵画，絵巻物等が該当
現状，該当資料なし

刀剣，刀装具等が該当

油絵
化石

金属・石・陶磁器
（塩分を含んだものは先に脱塩処理が必要）

象牙・皮革・羊皮紙・自然史関係資料

※ 三浦定俊・佐野千絵・木川りか［著］ 「文化財保存環境学 第2版」 p. 25　表2.3 材質に応じた湿度条件より抜粋 （一部改変）
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仮保管時の虫菌害の防除を考えるため，仮保管場
所での温湿度制御の目標値設定と虫菌害対応の検
討を行った。

温湿度制御の目標値については，国際文化財
保存科学学会（以下，IIC）や国際博物館会議（以
下，ICOM）等で示されている温湿度基準や「文
化財保存環境学 第2版」の掲載表を参考に，収集
保管業務で集められたアイヌ民族資料の該当項目
を確認して検討した。検討で作成した表を表1に
示す。表1より，温度は約20℃（±1℃）での制御
を目標値とした。仮保管場所内では資料整理作業
を行う可能性が想定されたため，人が作業を行い
やすく安全に資料が取り扱える値として設定して
いる。相対湿度は55%RH（±5%RH）での制御
を目標値とした。仮保管を行う資料は表1左の中
湿度の領域に該当する資料が多く，中でも，植物
素材の製品が多くを占める。過乾燥やカビの発生
等の資料の劣化の懸念が少ない値として設定して
いる。設定値の検討の後，仮保管場所の空間温湿
度が各目標値に近づくよう空調設定値・加湿・除
湿等を計画した。

虫菌害対応の検討については，一つの空間で多
量の資料を一括に殺虫・殺菌処理が可能な方法と
して，仮保管場所内での薬剤燻蒸の実施を計画し
た。これは，虫菌類の被害を受けた資料点数も多
く作業人数や作業場所も少ない実情があったため
である。薬剤燻蒸後の継続的な資料のクリーニン
グも検討し，汚れの除去や資料状態の観察を含め
て計画している。また，資料搬入前に仮保管場所
内外に虫トラップを設置し定期的な害虫の監視も
含めた。

3．仮保管場所について
資料の仮保管場所は，新設博物館の近隣地域

に所在する廃校の2階空教室を用いることとなっ
ていた。仮保管場所付近の冬季の外気は氷点下と
なり乾燥気味の傾向がある。外気の影響で室内温
湿度は低下するため，温湿度変化を緩和するため
の対応は資料保管上の要点になるが，資料保管の
ために温湿度を上昇させると外気と近接した部分

（窓や窓のフレームなど）が結露する可能性があ
る。外気と室温の差が大きくなると，より結露が

増加し室内温湿度は不安定になると共に害虫やカ
ビの発生も懸念される。仮保管場所は廃校の空き
教室を利用し，現状復帰可能な内壁と内天井を設
けるが，当初，断熱性能は定かでない状況であっ
た。また，この部屋に元々設置されていた窓やフ
レームは歪みや隙間の多い状態であるものの，現
状復帰が前提のためペアガラス等の工事施工は困
難であった。

こうした状況を受けて，現状復帰が可能で極力
外気の影響を受けにくくする方法を考察する必要
があった。一つの容易な方法として，ビニールを
窓に設置した場合の室内の保温湿効果について事
前調査をしている。この調査の後，仮保管場所の
内壁等の設置工事，薬剤燻蒸や粘着マット等の設
置，温湿度制御や害虫調査などの対応を施して行
くこととなる。

3 .1．仮保管場所の温湿度維持に伴う事前調査
3.1 .1．調査条件

ビニールの設置により室内の保温湿効果が認
められるのであれば，室内の温湿度はより安定し
た温湿度データが観測されると予察できる。仮保
管場所と完全に同一の条件ではないが，壁面の室
内側にビニールを張り，ビニールの有無による室
内温湿度変化を調査した。

調査を行った時期は冬季（11月～12月）であ
る。調査に用いた部屋の見取図を図1に示す。札
幌市内の建物の1階に位置する部屋で，寸法は
東西9450mm・南北7510mm・高4320mmとな
る。出入口は一箇所あり幅1830mm・高1830mm
の両開き扉で廊下側へ開口する。外壁厚は約
360mmである。窓は厚さ約5mmのガラスが設
置されるがペアガラスではない。窓の寸法は北
窓 が 横2630mm・ 高1755mm，南 窓 が 横3530 
mm・高1755mmとなる。中央の窓を左右にス
ライドし開口する構造である。この部屋は南北に
別部屋が隣接し東側の窓のみ外壁に接しているた
め，東側の窓（北窓，南窓）にビニールとして気
泡緩衝材を設置し調査している。

3 .1 .2．調査工程
調査部屋内に温湿度データロガーを設置して
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調査を実施した。温湿度データロガーの設置場所
を図1に併記する。調査は次の1）～4）の各工程
で進めた。
1）  部屋の初期状態の調査として，部屋内の温

湿度を測定し温湿度変化の傾向を観察した。
2）  部屋内の温湿度調整時の傾向を把握する

ため，部屋内の温湿度が15～20℃・50～
60%RH程の範囲に収まるよう調整した。

3）  東側の窓（北窓，南窓）に気泡緩衝材（川上
産業製　商品名：プチプチ（d37））を設置
した。気泡緩衝材は，窓のフレームを先に
覆いその上から窓全面を覆う状態とした。

4）  部屋内，窓と気泡緩衝材の間の温湿度 ，外
気の各温度を測定し変化を観察した。

3 .1 .3．調査結果
調査工程の1）にて，部屋内の初期状態の温湿

度を測定した。この期間を観察期間と呼称する。
この間，空調や加湿器は稼動していない。この
時の温湿度推移を図2の観察期間に示す。図2の

観察期間より，温度（●1，  ●2）は22℃～25℃
程の値を示し変化は少なかった。相対湿度（●1，
●2）は上下幅が大きく，特に11月11日（土）～
12日（日）は58%RHから30%RHへ降下するこ
とがわかる。初期状態の部屋の特徴として，保温
性は良いが乾湿の差が大きい傾向がみられた。

調査工程の2）にて，温湿度調整時の温湿度推
移の傾向を調査した。この期間を調整期間と呼称
する。観察期間の特性を基に，平日は2台の加湿
器を24時間稼働した。また，室内を整理しサー
キュレータを24時間稼働して空気循環を良くし
ている。空調は運転していない。この時の温湿
度推移を図2の調整機関に示す。図2の調整期間
より，温度（●1，●2）は17℃程の値を示した。
これは季節の変化による影響と推測している。相
対湿度（●1，●2）は観察期間よりも安定する
が，加湿器を停止した11月18日（土）～19日（日）
の値は降下した。外気の影響を受けて温度が変化
してゆく様子がわかると共に，加湿を継続しなけ
れば湿度の維持が難しい調査部屋の傾向がわかっ
た。

調査工程3）後の4）にて，部屋内・窓と気泡
緩衝材の間の温湿度の温湿度を測定した。空調や
加湿器等の運転条件は上記の調整期間と同様であ
り，東側の窓のうち南窓をモデルに計測してい
る。気泡緩衝材設置以降の各所の温湿度推移を図
3に示す。図3より，室内（●2）の温湿度はほぼ
調整範囲（15～20℃・50～60%RH）で安定して
いる。図2調整期間の●2と図3の●2を比較す
ると，気泡緩衝材設置後の室内温湿度は設置前に
比べて温度1℃・相対湿度2～3％ RH上昇し，室
内の温湿度の上昇や安定化が認められた。

外気（○外気）の温度は0℃付近であるが，窓
と気泡緩衝材の間（●3）は概ね室内と外気の中
間の値を取る。また，同所の湿度は80%RH付近
となるが室内は60%RH程であった。室内温湿度
の上昇や安定の所以は，気泡緩衝材あるいは窓と
気泡緩衝材間の空間が外気の影響を低減している
ためと推測される。壁面へのビニールの設置は，
室内温湿度の上昇や安定性の向上に期待できるこ
とがわかった。

図1　部屋の見取図（平面）

外→ ○
南窓

●３
●２

●１ 机
水
道

●・○…データロガーの設置場所

○：機器名：株式会社ティアンドデイ製　RTR-507SL

出入口
↓

●：機器名：エスペックミック株式会社製　RS-14H
　 （外付センサ：RSH-3010）

北窓

棚

棚

机
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3 .2．仮保管場所の環境整備について
3.2 .1．仮保管場所の設備整備と薬剤燻蒸

収集保管業務で集められた資料は，新設博物館
の近隣の仮保管場所で仮保管をする。仮保管場所
は廃校の一区画を利用しており，2階にある空教
室を用いている。図4に今回整備した仮保管場所
の現状図を示し，設備整備の概要を下記に記す。

目張り及び内壁等の設置　教室であったため

周囲に窓が設置されていた。パッキン等が劣化し
隙間も多いため，目張りを施し気泡緩衝材等で覆
い外気の影響を緩和させている。目張り等の後に
清掃を行い，内壁や内天井，空調等の設置工事を
行った。空教室内に一回り小さな部屋を工事で作
り，この部屋を仮保管場所としている。部屋の寸
法は長辺約19m・短辺約14m・高約2.8mとな
る。床面積は約220m2である。

図3　 気泡緩衝材設置以降の各所の温湿度 （測定位置：図1中の●2・●3・○）

図2　 観察期間と調整期間の温湿度 （測定位置：図1中の●1・●2）

寒冷地におけるアイヌ民族資料の保管と虫菌害の防除対策について
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収納棚の設置　内壁や空調の設置の後に収納
棚を設置した。設置に先立ち，空気循環や資料の
整理作業などを加味して棚配列の設計を行ってい
る。収納棚は空気循環や壁の影響に配意し，床か
ら約100mmの位置に最下段の棚板を配する構造
とした。また，壁から約100mmの間隔を空けて
設置している。コンセントや照明は棚と重ならな
い位置に施し，サーキュレータ等の利用や資料の
整理作業に支障のない配置とした。棚間隔は用い
る台車幅から約1000mmと設定し，空調の風が
直接当たりづらい配列で設計している。

資料搬入と薬剤燻蒸　収納する資料の一部は
カビが発生していた。カビの見られない資料もあ
るが，過去に同一空間で保管してた可能性もある
ため仮保管場所内に資料を搬入して薬剤燻蒸を施
した。薬剤燻蒸を行うにあたり，ガスの漏洩を防
ぐため内壁や内天井にビニールを張った。タッ
カー留で固定し，タッカー部分はテープで補強し
漏洩処置を施している。ビニールの設置後に資
料を搬入し，エキヒュームSを充填させて48時
間密閉した（時間短縮前の施工のため48時間密
閉）。48時間経過後，薬剤を排気し残留ガスの確
認を行っている。薬剤燻蒸の終了後，資料の点検

やクリーニング作業を行った。なお，この時張っ
たビニールは事前調査の結果を踏まえて残してい
るが，何らかの不具合が出る懸念もあるため，随
時点検し異常の有無を監視している。

3 .2 .2．仮保管場所の温湿度制御
仮保管場所の収納資料の多くは植物素材の製

品で占められている。「2．仮保管時の温湿度制
御及び虫菌害対応の検討」で計画した温湿度制御
の目標値（20℃±1℃・55%RH±5%RH）を視

図5　仮保管場所の様子（薬剤燻蒸後）

図4　 仮保管場所の現状図
（●：室内温湿度の測定位置　◯：ビニール内側（内壁面の間・内天井の間）の温度測定位置）
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座に空間温湿度を調整して行った。温湿度制御と
して，温度は24時間の空調制御で調整し，相対
湿度は除湿器や加湿器で調整している。温湿度
データロガーで実測値を確認しながら，適宜，空
調等の設定値を調整した。図4に外気の測定位置
を除く温湿度の測定位置（●）を示し，図6に仮
保管場所の温湿度推移を示す。

7月から10月の温湿度推移　図6上のグラフ
より，外気の温度は概ね20℃付近であるが，相
対湿度の変化は大きいことがわかる。7月～ 9月
上旬は80％ RHを上回る値も多く観測され，高
湿度な日が多いことがわかった。

仮保管場所の温度（北東・南西）を見ると，ほ
ぼ20℃一定であることがわかる。この安定性は
24時間空調の効果と推測される。相対湿度は除
湿器を用いて制御したが60%RHを上回る値も観
測された。除湿器を常時稼働していたが，相対湿
度の変化を見ると比較的外気と連動しているた
め，外気の流入により除湿器の湿度制御能力を超
えたことでの変化と考えられた。外気の流入を減
らすため，9月末に扉等の目張り，前室前にカー
テンの設置等を施し対応している。

11月から5月の温湿度推移　図6下のグラフ
より，外気の温度は12月にかけて効果し約-5℃

図6　仮保管場所の温湿度推移 （上：7月から10月まで　下：11月から5月まで）
※エスペックミック社製RS-14 （センサ：RSH-3010）を使用

寒冷地におけるアイヌ民族資料の保管と虫菌害の防除対策について
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まで低下している。その後は徐々に上昇する様子
が観察され，12月中頃の値が最も気温が低いこ
とがわかった。相対湿度は80％近くになる場合
や40％ RHを下回る場合など，上昇降下の幅が
大きいことが判明した。

仮保管場所の温度（北東・南西）を見ると，ほ
ぼ20℃一定であることがわかる。7月から10月
までの値と併せると，時期を経ても一定のため空
調の効果が表れていると考えられる。相対湿度は
加湿器を用いて制御しており，55±5%RHの範
囲で制御できていることがわかる。カビの発生等
の不具合も発生していない。7月～10月に見られ
た外気の影響と見られる変化は見られず，時期の
違いによるものかもしれないが，9月に施した対
応の効果も表れている可能性も推察できる。

3 .2 .3．ビニールの設置効果
事前調査の結果を基に，仮収蔵庫内は保温湿

度のために薬剤燻蒸で用いたビニールを残してい
る。ビニールと内天井・内壁面との間の空間の
監視も含めて設置効果について調査した。図4に
測定位置を示し，図7に温湿度推移を示す。この
調査では，室内中央の温湿度（〇1　図7 室内中
央），ビニール内側の温湿度（ビニールと内壁面
の間（〇2　図7 内壁面)・ビニールと内天井の間

（〇3　図7 内天井））の3箇所を測定した。

温度調査　図7の室内中央の値を見ると概ね
20℃であることがわかる。内壁面の値や内天井
の値は変化が見られ，特に内壁面の位置は変化が
大きかった。この壁面をサーモグラフィーで観察
すると，内壁内部のフレームの温度が上がってい
る様子が観察された（図8）。壁の方角から直射
日光の影響で温度が上昇し影響を与えていると予
想される。内天井や内壁面に設置しているビニー
ルは，室内温度の安定化に効果を示していると推
測された。

図8　内壁面の温湿度の様子
（左：サーモグラフィー画像　右：位置画像）
※日本アビオニクス社製　Thermo FLEX F50B-STDを使用

相対湿度調査　図7の室内中央の値を見ると，室
内は50～60%の範囲に概ね留まり変化も少ない
ことがわかる。内壁面や内天井は相対的に値が低
く，変化幅も大きいことがわかった。特に，内壁

図7　室内中央とビニール内側の温湿度推移
※株式会社ティアンドデイ製　RTR-507SLを使用

文化財の虫菌害79号（2020年6月）
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面の値は変化が大きく，温度と同様に壁面へあた
る直射日光の影響を受けて変化していると予想す
る。設置しているビニールは，温度と同様に室内
の相対湿度の安定化にも効果を示していると推測
された。

ビニールと内壁面・内天井の間の空間につい
て，温度変化が見られるが相対湿度は60%RHを
超えない様子であった。今のところカビの発生の
懸念は少ないと思われるが，何らかの要因で空気
が留まりやすい箇所でもある。継続して監視を続
ける必要があると考える。

3 .2 .4．仮保管場所の害虫調査
害虫の様子を知るため，薬剤燻蒸後に調査用ト

ラップを設置した。調査用トラップの設置数は仮
保管場所内に10個，前室に2個，同じ建物内の
その他の場所に18個の計30個となる。設置期間
は2か月弱であるが，調達の関係で2018年8月～
10月，2019年5月～7月は約3か月の設置となっ
た。図9に捕獲された害虫数の推移を示す。

捕獲された害虫の結果　2018年8月～10月の
結果について，総捕獲数は381匹であった。仮保
管場所内ではチャタテムシ類などが確認され，捕
獲数は21匹となる。仮保管場所以外では，シミ
類やハエ類，アリ類，ダンゴムシ類などが確認さ
れ，捕獲数は360匹であった。仮保管場所以外の
調査箇所のうち，仮保管場所の前室前の空間でハ
エ類の捕獲数が多かった。ここは1階から続く吹
き抜けがあり，建物の出入口の真上に位置してい
る。吹き抜けは面積が広く塞ぐことが困難なた

め，前室前に捕虫器を設置し対策とした。
2018年11月～12月の結果として，総捕獲数は

246匹であった。仮保管場所内ではチャタテムシ
類などが確認され，捕獲数は6匹となる。仮保管
場所以外では，ヒョウホンムシ類，ハエ類，アリ
類，ダンゴムシ類などが確認され，捕獲数は258
匹であった。ハエ類の捕獲数が大きく減少したた
め捕虫器の効果が表れたものと思われる。ただ，
仮保管場所外では比較的多い捕獲数であり，特に
建物外に通じる扉前の害虫捕獲数が顕著であっ
た。11月～12月は外気温が下がり建物内で暖房
を利用する機会も増えるため，暖かい場所を求め
て建物に害虫が集まりやすいことが予想される。
害虫の侵入に注意が必要な時期と捉えられる。

2019年1月～2月の結果として，総捕獲数は
111匹であった。仮保管場所内ではチャタテムシ
類などが確認され，捕獲数は3匹となる。仮保管
場所以外では，ハエ類，アリ類，ダンゴムシ類な
どが確認され，捕獲数は108匹であった。外気温
も低くなり氷点下の日も増えることから，前回の
調査結果よりも少ない捕獲数と推測される。

2019年3月～4月の結果として，総捕獲数は
191匹であった。仮保管場所内ではチャタテムシ
類などが確認され，捕獲数は6匹となる。仮保管
場所以外では，ハエ類，アリ類，ダンゴムシ類な
どが確認され，捕獲数は191匹であった。前の調
査と比較すると，若干の捕獲数の増加が確認でき
る。外気温の上昇に伴い害虫の活動が徐々に活発
化してきたためと考えられる。

2019年5月～7月の結果として，総捕獲数は

図9　害虫捕獲数の推移
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327匹であった。仮保管場所内ではチャタテムシ
類などが確認され，捕獲数は18匹となる。仮保
管場所以外では，ハエ類，アリ類，ダンゴムシ類
などが確認され，捕獲数は309匹であった。より
害虫の活動が活発化したためと考えられた。

全体の傾向　図9より，2018年8月～10月の値
から2019年1月～2月にかけて捕獲数は減少し，
この時期を境に2019年5月～7月にかけて捕獲数
は増加することがわかる。2019年1月～2月の捕
獲数が最も少なく，最も捕獲数が多いのは2018
年8月～10月であった。仮保管場所の害虫捕獲数
は少ない状況がわかった。これは，温湿度制御や
目張り，薬剤燻蒸以降の定期清掃等の効果が出て
いると推測する。ここで捕獲された害虫は主に
チャタテムシ類であり少ない捕獲数であったが，
今後，捕獲数の増加が見られる場合は追加対策が
必要となる。継続して監視を進める。

4．まとめ
本稿では，寒冷地におけるアイヌ民族資料の

保管と虫菌害の防除対策として，国立アイヌ民族
博物館の開館準備で進めた仮保管場所での活動を
中心に記載した。仮保管場所での虫菌害の防除対
策を視座に，始めに，仮保管場所の温湿度制御
の目標値（20℃±1℃・55%RH±5%RH）の設
定，薬剤燻蒸や継続的なクリーニング，害虫の監
視の実施を計画した。次に，室内の壁面にビニー
ルを設置した場合の保温湿効果の事前調査を行
い，1℃・2～3%RHの室内温湿度の保温湿効果
の向上を確認している。その後，仮保管場所の内
壁や内天井の設置工事，収納棚の設置を経て資料
搬入，薬剤燻蒸を実施した。仮保管場所の温湿度

制御の確認や害虫の監視を続けながら仮保管環境
の維持を進めている。温湿度は目標値（20℃±
1℃・55%RH±5%RH）の範囲で制御できてお
り，害虫の捕獲数は少ない状態であることを確認
した。また，カビも発生していない。

仮保管場所での環境整備を通じて，虫菌害の防
除対策には事前計画の検討を行い，その計画を達
成するための事前調査や整備，継続的なモニタリ
ングや監視が要点に考えられる。今後も継続して
仮保管場所の保管環境の維持に努めたい。

（本稿は，第39回文化財防虫防菌処理実務講習会の資料を
基礎とする。）
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